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発刊にあたって 

 

わが国においては、高齢化社会の到来により、高齢者人口が急速に増加しています。そのよう

な社会状況の中で、国土交通省においては、ユニバーサルデザイン政策を省の重要施策として位

置づけており、生活環境や連続した移動環境をハード・ソフトの両面から継続して整備・改善し

ていくという理念に基づき国土交通行政を推進するため、平成 17 年度に「ユニバーサルデザイ

ン政策大綱」の取りまとめを行ったところであります。 

また、観光分野におけるユニバーサルデザイン化については、外国人旅行者への対応について

は「観光立国行動計画」等に基づき、さまざまな取り組みが進められてきています。一方で、高

齢者や障害のある人など、移動制約等で何らかの配慮の必要な旅行者に対しても、旅行を最大限

に楽しめるような環境づくりが求められています。 

このようなことから、平成 18年 11 月から６回に亘り、「ユニバーサルデザインの考え方に基づ

く観光促進事業検討委員会」が開催され、観光のユニバーサルデザイン化のあり方について、た

いへん熱心にご議論いただき、ここに「観光のユニバーサルデザイン化 手引き集～だれもが旅行

を楽しめる環境づくりのために～」として取りまとめることができました。今後は、本手引き集

が有効に活用され、すべての人ができるだけ最大限に旅の楽しみを享受できるような観光環境が

実現することを期待しています。 

最後に、本手引き集を取りまとめるにあたり、ご支援を賜りました「ユニバーサルデザインの

考え方に基づく観光促進事業検討委員会」をはじめ、関係各位に心から謝意を申し上げます。 
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１．はじめに 
 

１－１ 観光のユニバーサルデザイン化の必要性 
 

わが国の 65 歳以上の高齢者数は 2,567 万人と全人口に占める割合は 20％を超え（※１）、他

の先進諸国で例を見ないほど急速な勢いで高齢化が進んでおり、その対応は緊要の課題となっ

ている。また、ノーマライゼーションの理念の広がりに伴い、656 万人といわれる障害者を含

むあらゆる人が、平等に社会資源を享受できる環境をつくり、社会参加の機会の平等を推進す

ることが重要な課題となっている。 

そのような中、国土交通省では「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」といった考え

のもと、「ユニバーサルデザイン政策大綱」を平成 17 年に取りまとめている。またその効果を

確実にするため「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」

が平成 18年 12 月から施行され、また平成 19年 1月から施行の「観光立国推進基本法」におい

ては高齢者、障害者、外国人等の旅行者の利便増進が謳われている。 
 

わが国においては、旅行・観光等の余暇活動は広く国民生活に定着している。特に高齢者や

障害者等、何らかの配慮の必要な人は、旅における非日常的な楽しみに対する要望が強く、実

際に旅行を楽しむ人々は徐々に増えているといわれており、高齢社会の進展に伴い、今後も増

加するものと考えられる。 

一方これまで、何らかの配慮を必要とする人の旅は特別なこととして捉える傾向があり、普

通に楽しむための旅の仕組みづくりについては十分でなかった面があり、近年、すべての人が

できるだけ最大限に旅の楽しみを享受できる観光の“ユニバーサルデザイン化”が求められる

ようになってきた。一般的に「ユニバーサルデザイン（※２）」という言葉は、ハード面に適用

される場合が多いが、こと観光においては、交通機関や施設等のハード面の整備とともに、人

的サービス・情報等のソフト面を含めた総合的なシステムとして考えることが重要である。ま

た、観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、旅行者の立場に立って旅行者の旅行行動か

ら具体的な現状の課題を抽出・検討し、段階的に実現化する姿勢が望まれる。 
 

旅行者を迎える観光地側では、観光のユニバーサルデザイン化に関する多様な施策の展開を

図ることで、観光まちづくりの推進や観光による地域活性化につなげることができる。観光地

の中には高齢社会の到来を今後の観光市場拡大に向けた機会と捉え、ユニバーサルデザイン化

施策を積極的に図っている地域も出てきている。 

また、従来の団体旅行から個人旅行に移行しつつある近年の旅行商品・旅行システムの変化

にみられるように、旅行商品・旅行システムのユニバーサルデザイン化に際しては、旅行者の

多様化したニーズや旅行行動の多様化に合わせた対応が望まれる。 
 

※１：高齢者数は平成 17年「国勢調査」、障害者数（障害児を含む）は「平成 18年版障害者白書」による。

なお平成 17年「国勢調査」による総人口は、1億 2,777 万人である。 

※２：「ユニバーサルデザイン」とは、多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方

（障害者基本計画【平成 14年 12 月 24 日閣議決定】）である。なお本手引き集では、「ユニバーサルデ

ザイン」と「バリアフリー」をほぼ同義のものとして扱う。 
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１－２ 本手引き集の目的と構成 

 

(1)目的 
本手引き集は、「能力、性別、年齢、言語・人種のいかんにかかわらず、すべての人ができる

だけ最大限に旅の楽しみを享受するための観光環境の創出」を目指し、その全体像や取り組み

の進め方等について示すことを目的とする。 

旅行とは、旅行者が旅を思い立った時点から、出発、目的地での観光行動、帰着までの一連

の行動であり、移動交通、観光・宿泊施設等のさまざまな供給機関と関連する。本手引き集で

は、旅行者の一連の連続的な行動を見直す中で、観光のユニバーサルデザイン化について、旅

行者を受入れる「観光地（受け地）」、および流通面で旅行を支える「旅行業」の二つの切り口

で取りまとめる。 

 

(2)構成 
「２．観光のユニバーサルデザイン化の全体像」では、現実的、段階的な観光のユニバーサ

ルデザイン化の考え方を示すとともに、実際に観光のユニバーサルデザイン化を進めるにあた

っての、旅行者と観光地（受け地）をつなぐ一元的相談窓口の必要性、およびその具体的な「仕

組み」と「形」について示した。 
 

「３．観光のユニバーサルデザイン化の進め方」では、観光地（受け地）サイド、旅行業サ

イドそれぞれにおいて、２で示した全体像の実現に向けた取り組みの内容を具体的な事例等を

紹介しながら示した。 
 

「参考１ 観光のユニバーサルデザイン化における旅行者」では、観光のユニバーサルデザ

イン化の対象となる旅行者の考え方、および旅行者の特性に応じた必要な配慮事項を示した。 
 

「参考２ 観光のユニバーサルデザイン化に向けた現状の課題例」では、旅行情報、観光地

（受け地）、旅行商品・システム、およびそれら全体における現状の課題について取りまとめた。 
 

「参考３ 観光のユニバーサルデザイン化の考え方」では、「ユニバーサルデザインの７原

則」を踏まえた、観光のユニバーサルデザイン化に関する「要素」を抽出するとともに、観光

のユニバーサルデザイン化の考え方について取りまとめた。 
 

「参考４ 関連する法令・基準等」では観光のユニバーサルデザイン化に関連する法令・基

準等について取りまとめた。 
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①観光（旅行）のユニバーサルデザイン化を推進する組織の設置
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２－２ 旅行者と観光地（受け地）をつなぐ一元的相談窓口の必要性

２－３ 一元的相談窓口の具体的な「仕組み」と「形」
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２．観光のユニバーサルデザイン化の全体像 
 
ここでは、現実的、段階的な観光のユニバーサルデザイン化の考え方を示すとともに、実際

に観光のユニバーサルデザイン化を進めるにあたっての、旅行者と観光地（受け地）をつなぐ

一元的相談窓口の必要性、およびその具体的な「仕組み」と「形」について示す。 
 

２－１ 現実的、段階的な観光のユニバーサルデザイン化の考え方 
 
国内人口は平成 18年をピークに減少に転じ、旅行者に占める高齢者の比重は今後さらに高ま

ることが想定される。そして高齢になると、何らかの障害がでることは誰にとっても可能性の

あることである。すなわち、何らかの障害があるということは決して特別なことではなく、誰

もが身近な事柄として捉えるべきものといえる。これは、今後における観光のユニバーサルデ

ザイン化が必要であることを示しているものであり、また観光事業関係者の立場からみると、

観光のユニバーサルデザイン化に取り組むことは、新たな観光需要となる可能性があることを

意味している。実際、岐阜県高山市などでは、「高齢者や障害者に配慮した観光政策」を観光活

性化の最優先テーマとして設定し、誰もが訪れやすいまちづくりを進めた結果、観光入込み数

を着実に伸ばしている。 

観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、その意義や効果を関係者が理解し、その実現

化への意志を関係者全体で共有する必要がある。その上で、市場性や採算性も考慮しながら、

まずは無理のないところから取り組み始め、段階的に高度化していく視点が重要である。この

段階的高度化の進め方については、実際の“取組み効果”の観点で、以下の２つの段階に分け

て考えると理解しやすい。 
 

○第１段階：安心して受け入れることができるようにするための取組み 

観光関連事業者の場合、障害のある方など、何らかの配慮が必要な旅行者を受け入れるこ

とは“トラブルの種”になるといった意識を持っている場合も多いものと考えられる。その

ため、取り組みの初期段階としては、観光のユニバーサルデザイン化に関する対応を行うこ

とで、「障害のある方を安心して受け入れることができるようになる」といった観点で取り組

み始めることが効果的であり、また取り組みに対する観光関連事業者の賛同も得られやすい

ものと考えられる。 
 

○第２段階：新たなマーケットを獲得するための取組み 

次の段階では、配慮の必要な旅行者を今後の有望なマーケットとして捉え、より積極的な

対応と受け入れを行う段階である。第１段階で示したような受動的な対応から一歩踏み出し、

配慮の必要な旅行者に旅行を楽しんでいただくための多様な取り組みを実施するとともに、

その積極的なＰＲ展開を図る。 
 

このような対応を進めることで、それが配慮の必要な旅行者を含めた全ての旅行者に対する

ホスピタリティ向上につながり、旅行業界全体の活性化に結びつくといった視点が重要である。

また観光地（受け地）においては、このような対応が地域居住者にとっての暮らしやすいまち

づくりにもつながる。 
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２－２ 旅行者と観光地（受け地）をつなぐ一元的相談窓口の必要性 
 

何らかの配慮が必要な旅行者といっても、その状況は様々であり、旅行するにあたって必要

となる対応は一人ひとり異なる。また、旅行者が望む旅行内容もそれぞれで異なる。一方、観

光地や観光関連施設も多様であり、比較的バリアフリー対応が行き届いているところもあれば、

様々な制約条件により、バリアフリー対応が困難な場合もある。また、その魅力や特色もそれ

ぞれで異なる。観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、このような旅行者側の多様な身

体的状況や旅行に対する希望と、多様な観光地、観光関連施設を適切にマッチングできるよう

にすることが極めて重要であり、その上では旅行者と観光地（受け地）をつなぐ中間的な機能、

すなわち観光に関する一元的な相談窓口（以降、相談窓口と呼ぶ）を設けることが効果的と考

えられる。 

この相談窓口では、何らかの配慮が必要な旅行者側、および観光地、観光関連施設側に関す

る必要な情報を把握し、両者を適切につなぐことが考えられる。このようなマッチングを行う

上では、旅行者側の障害の程度等の状況、および希望する旅行内容を的確に聞きだす一定の技

能が必要であり、さらに旅行者の状況や希望に沿う観光地や観光関連施設を紹介できるように

するためには、施設等のバリアフリー（バリア）に関する詳細なデータの把握とともに、観光

（旅行）に関する多様な選択肢を準備する必要がある。 

このような、旅行者と観光地（受け地）をつなぐ中間的な機能を有する相談窓口が存在する

ことは、旅行者側、および観光地や観光関連施設側の双方に大きなメリットがある。旅行者側

のメリットは自分の希望する観光（旅行）が実現できるようになることである。また、観光地

や観光関連施設側にとってのメリットは安心して受け入れが可能になること、すなわち、旅行

者側および観光地、観光関連施設側の状況や情報を詳細に把握する相談窓口が双方を適切にマ

ッチングすることで、苦情等のトラブルを回避することができることにある。また万が一不具

合があった場合、その責任は紹介を行った相談窓口にあることとなる。 

経済的な活動である観光のユニバーサルデザイン化は、受け入れ側の負担の軽減なくしては

実現化が難しい側面もあり、このような、旅行者と観光地（受け地）をつなぐ一元的な相談窓

口の導入は効果的と考えられる。 
 
 

 

 

 

 旅行者 

旅行者 

旅行者 

観光地

・施設

観光地

・施設

観光地

・施設

一元的な 

相談窓口 

両者を適切につなぐ 

旅行者 

旅行者 

観光地

・施設

観光地

・施設

多様な旅行者 多様な観光地・施設 

希望する旅行が実現 安心して受け入れが可能

■多様な旅行者と多様な観光地・施設をつなぐ一元的相談窓口のイメージ 
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２－３ 一元的相談窓口の具体的な「仕組み」と「形」 
 

2-2 では、旅行者と観光地（受け地）をつなぐ一元的な相談窓口の必要性について示したが、

ここではさらに、その具体的な全体像を示す。 

2-2 で示したように、旅行者と観光地（受け地）をつなぐ一元的な相談窓口では、両者を適

切につなぐ上で、施設等のバリアフリー（バリア）に関する詳細なデータの把握が必要となる。

このような詳細な情報を全国レベルで収集・把握することは実質的に困難であることから、バ

リアフリー（バリア）に関する調査およびその情報発信を行う相談窓口は、各観光地（受け地）

側に設けることが望まれる（ここでは、観光地（受け地側）の相談窓口を仮に「ＵＤ観光セン

ター」と呼ぶこととする）。 

一方で、旅行者側の視点に立った場合、ある特定の観光地（受け地）への来訪を目的とする

場合は、各観光地（受け地）のＵＤ観光センターに直接問い合わせることが可能であるが、特

定の旅行先がない場合、ある観光（旅行）目的を実現させる上で、どのような旅行先があり、

また旅行者側の身体的な状況等も加味して、どの旅行先がベストなのかをまず判断する必要が

ある。そのため、各観光地（受け地）のＵＤ観光センターに関する情報を集約して管理し、旅

行者の希望や身体的状況に応じて、適切な観光地（受け地）を紹介できるような相談窓口を設

けることが効果的となる（ここでは、各観光地（受け地）のＵＤ観光センターに関する情報を

集約して管理する相談窓口を仮に「ＵＤ旅行コンシェルジュ」と呼ぶこととする）。 

このＵＤ旅行コンシェルジュでは、観光地（受け地）側の情報だけでなく、各旅行会社の旅

行商品等に関する情報も集約し、パッケージされた旅行を希望する人に対して、希望に沿う旅

行会社や旅行商品を紹介できるようにすることが考えられる。当然、ＵＤ旅行コンシェルジュ

を通じず、旅行者が直接旅行会社に問い合わせることもあり、また、旅行会社側から観光地（受

け地）側のＵＤ観光センターに地域に関する情報の問い合わせや地域での旅行を依頼すること

も考えられる。なお、ＵＤ旅行コンシェルジュでも、旅行者の多様な状況に合わせたきめ細か

な対応を行う上では人的な対応が必要となるが、持続可能な体制を構築するまでの準備期間に

ついては、観光地（受け地）側および旅行会社側の情報を一元的に扱うポータルサイトの立ち

上げと運営を行うことも考えられる。 

このような「ＵＤ観光センター」や「ＵＤ旅行コンシェルジュ」といった一元的な相談窓口

を設けることで、観光地（受け地）サイドと旅行業サイドの効果的な連携が可能となり、また

多様な旅行者と多様な観光地（受け地）を適切にマッチングする、観光のユニバーサルデザイ

ン化が実現できるものと考えられる。 
 

なお、以上に示した「ＵＤ旅行コンシェルジュ」が、３者（旅行者、地域、旅行会社）の中

核的機能として成立することは最終的な姿であり、現実的にはいきなり組織化を図れるもので

はない。先に述べたように、まずは“情報の一元化”から取り組むべきであろう。またステッ

プとして観光地（受け地）側は「ＵＤ観光センター」の成立を進め、それらを連携させる組織

の発足に取り組むことが必要であり、旅行会社側は業界として各社を横断した旅行商品のユニ

バーサルデザイン化情報の一元化の検討から始める必要がある。そうすることで両者機能の統

合的な組織の成立が具体的に見えてくることとなる。 



 -7- 

 

＜ＵＤ観光センター（仮）＞ 

・バリアフリー（バリア）に関する調査およびその情報発信を行う、観光地（受け地）側に設

置される相談窓口。 

 

＜ＵＤ旅行コンシェルジュ（仮）＞ 

・各観光地（受け地）のＵＤ観光センターに関する情報を集約して管理し、旅行者の希望や身

体的状況に応じて、適切な観光地（受け地）を紹介できる相談窓口。 

・ＵＤ旅行コンシェルジュでは、観光地（受け地）側の情報だけでなく、各旅行会社の旅行商

品等に関する情報も集約し、旅行会社を通じた旅行を希望する人に対して、希望に沿う旅行

会社や旅行商品を紹介できるようにする。 

 

 
 
 

■観光のユニバーサルデザイン化の目指すべき「形」 

※ＵＤ：ユニバーサルデザインの略
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３．観光のユニバーサルデザイン化の進め方 
 

ここでは、観光地（受け地）サイド、旅行業サイドそれぞれにおいて、２で示した全体像の

実現に向けた取り組みの内容を具体的な事例等を紹介しながら示す。 

 

３－１ 観光地（受け地）サイドにおける進め方 
 

観光地（受け地）のユニバーサルデザイン化にあたっては、観光のユニバーサルデザイン化

の必要性に対する理解の醸成から始める必要があり、まずは現状の問題点について“気付く”

ことが必要である。その上で、歩行環境・観光施設・宿泊施設等のハード面の整備、人的介助

等のソフト的対応の充実化、および観光のユニバーサルデザイン化における地域の人的資源や

観光資源の活用と連携を段階的に進めることが望まれる。 

また、「２．観光のユニバーサルデザイン化の全体像」でも示したように、観光のユニバーサ

ルデザイン化にあたっては一元的な相談窓口を設置することが極めて効果的となる。そのため、

ソフト的対応の拡充を図るとともに、地域観光のコーディネートサービスを行う「ＵＤ観光セ

ンター（仮）」の構築を目指した取り組みを推進することが期待される。 

ここでは、ハード、ソフトの両面において、観光地（受け地）サイドにおける観光のユニバ

ーサルデザイン化の進め方について取りまとめる。 

 

 
※「観光地」とは、観光資源があり、観光客が集まる一定の地域を指す。 
※歴史的観光地とは、伝統的町並みや歴史的建造物、寺社仏閣等が主要な観光資源となっている地
域を指す。また自然観光地とは、山岳・湖沼、海岸等の自然環境ならびに、農山村などの自然を
利用した産業観光地等を指す。 
※観光地のユニバーサルデザイン化に関する関係者は、観光行政機関、観光関連団体、観光関連事
業者、その他福祉団体（介護サービス事業所、福祉医療機関、福祉関係の教育養成機関等）等を
含む。 
※観光施設とは、観光客が訪れる博物館・美術館、温浴施設、遊園地、スポーツ施設等を指す。 
※観光地、観光施設内の建築物、道路、公園、駐車場等のハード面整備については、2006 年 12 月
に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」
の規定に準拠する。 
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＜観光地（受け地）サイドにおける取り組みの進め方＞ 



 -10- 

(1)観光のユニバーサルデザイン化の必要性に対する理解の醸成 
観光地（受け地）サイドにおける観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、まず地域全

体で、観光のユニバーサルデザイン化の効果とその必要性に対する共通理解を醸成することか

ら始める必要があり、そのための勉強会や委員会等を組織することが考えられる。この勉強会

（委員会）では、地域や観光施設のバリアフリーに関する現状や旅行者ニーズ等の把握、課題

等の検討を行うとともに、観光のユニバーサルデザイン化の効果と必要性を広く関係者に啓発

するような活動の展開が期待される。また、この勉強会（委員会）に参加する組織や団体等が

中心となり、観光のユニバーサルデザイン化を推進する体制づくりを行うことが効果的である。 

 

①観光のユニバーサルデザイン化に関する勉強会（委員会）の組織化と現状の把握 

地域における観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、個々の施設単位での取り組みが

“線”としてつながり、さらにそれが“面”的な広がりをもって実現できるものである。その

ため、まずは観光関連団体（観光協会等）、観光関連事業者（観光施設、宿泊施設等）、交通関

連事業者、地域の福祉団体や市民団体、および行政が一同に会し、観光のユニバーサルデザイ

ン化の効果とその必要性に対する共通理解を醸成するとともに、地域の観光のユニバーサルデ

ザイン化について考える勉強会（委員会）を設けることが効果的である。なお、観光のユニバ

ーサルデザイン化は、観光部門のみならず、土木や都市計画、交通、福祉等の多様な部門の協

力が必要となることから、勉強会（委員会）には行政内の様々な部署が関与し、施策内容の調

整や、連携・役割分担を行うことが望まれる。 

勉強会（委員会）では、まず観光のユニバーサルデザイン化が、地域の観光の活性化に必要

不可欠であるという認識を参加者全員で共有化した上で、当該地域における配慮の必要な旅行

者の来訪状況（受け入れ状況）、旅行者の意見やニーズ、また地域内の道路や交通機関、観光関

連施設等のバリアフリー状況等を把握することが効果的である。その上で、当該地域で観光の

ユニバーサルデザイン化を進める上での課題等について検討を行うことが望まれる。また勉強

会（委員会）での活動を通じ、観光のユニバーサルデザイン化の効果と必要性を広く関係者に

啓発することも期待される。 

このような活動を通して、既存の団体や人材間のネットワークを広げることができ、観光の

ユニバーサルデザイン化を進める上での体制・組織づくりにつなげることも可能である。 

 

②観光のユニバーサルデザイン化を推進する体制づくり 

地域における観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、そのための取り組み、活動を中

心となって推進する体制や組織づくりを行うことが効果的である。この観光のユニバーサルデ

ザイン化の推進組織は、①で示した勉強会（委員会）に参画する既存の観光関連団体（観光協

会等）やＮＰＯ団体等が中心となることが考えられ、各地域の状況に応じ、組織の形態はそれ

ぞれで異なることが考えられる。また、実現性の観点でみた場合、新たに観光のユニバーサル

デザイン化に関する組織を設立するのではなく、既存の組織・団体がこれまで行っていた取組

み、活動を観光のユニバーサルデザイン化の視点で広げていくといったことが考えられる。 

当該組織では、まず活動や取り組みの基本的考え方、システムを十分吟味した上で無理のな

いところから取り組みを始め、徐々に活動の幅を広げていくことが重要となる。 
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(2)観光のユニバーサルデザイン化に関する取り組みの推進 
ここでは、観光のユニバーサルデザイン化に向けた取組みとして、ハード面の改善、ソフト

的対応の充実化、および地域資源の活用のあり方等について取りまとめる。 

 

①ハード面の改善 

旅行者が安心して快適に地域での観光を楽しむ上でハード面の整備は欠かせないものであ

り、またハード面の整備を進めることで、人的対応の負荷を軽減させることができる。 

観光地のハード面の整備には、歩行環境や地域基盤等の地域全体の整備と、観光施設・宿泊

施設等の個別施設単位の整備がある。整備の進め方としては旅行者の観光行動に即した点検活

動を行い、歩道上におけるベンチの設置、簡単な斜路（スロープ）の設置、多目的トイレの整

備など、重要性や波及性、容易性を考慮してまずはできることから始めることが重要である。 

歴史的環境や自然環境については、資源の保全や景観の観点から容易にはバリアフリー化が

図れない場合も想定される。ハード面の改善により「資源の持つ価値（オーセンティシティ）」

を損なう可能性がある場合においては、専門家（自然環境、文化財、景観等）に意見を求めた

り、住民（歴史的町並みの場合等）や環境保護団体（貴重な保全すべき自然環境がある場合）

などとの合意形成過程を経て様々な工夫をこらしつつ、「資源の持つ価値」との調和を図り、

可能な範囲内のハード面の整備を行うことが重要である。また、人的介助の方法や可能な代替

手段による方法等を検討することも求められる。 

なお、個々の施設や交通機関のバリアフリー化については、「バリアフリー新法」や地域の整

備要綱等の基準に則り進める必要がある。 

 

1）施設のバリアフリー化とそのための調査・アドバイス体制の構築 

観光施設や宿泊施設といった観光関連施設、および交通機関のバリアフリー化にあたっては、

今後、超高齢社会を迎えるにあたって、施設のバリアフリー化が集客に結びつくといった視点

で「バリアフリー新法」や地域の整備要綱等の基準に基づくハード面の整備を進めることが望

まれる。なお、ハード面の改修には相応の費用を要することから、配慮の必要な旅行者の意見

等を踏まえてバリアフリー化すべき点を整理しておき、老朽化等による部分的な改修が必要と

なった際にそれらを反映させることが考えられる。また、市販されている用具や装置等を効果

的に用いることで、費用をあまりかけずにバリアフリー化する工夫等もあることから、施設の

状況に合わせて可能な対応から段階的に進めることが重要である。 

施設のバリアフリー化にあたっては、調査を希望する施設のバリアフリー調査を実施すると

ともに、施設のバリアフリー化に向けた適切なアドバイスを行うことができるような体制・組

織づくりを行うことが効果的である。調査にあたっては、地域の障害のある方に調査員として

協力してもらうことが考えられる。また、地域の観光関連施設のハード面の改善を推進する上

では、当該組織の調査・アドバイスを受け、バリアフリーに関する改善を行った施設に関する

情報を積極的に提供することで、“バリアフリー対応が集客に結びつく”ということを広く他

の施設にも示すことが効果的である。 
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＜参考事例：京成ホテル＞ 

京成ホテルでは、経営傘下の４ホテル（千葉、土浦、犬吠崎、水戸）のバリアフリー化を進める

にあたって、一つのホテルでの改修工事経験や改修後の利用者の意見・要望を別のホテルの改修に

順次活かしていくという“スパイラル的手法”によって、全てのホテルのバリアフリーのレベルア

ップを図っている。このような方法を採ることで、個々のホテルのノウハウが共有され、さらに安

価な費用で利用しやすい施設とサービスを実現している。また、手作り等による費用をかけないバ

リアフリー対応の工夫も積極的に行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考事例：伊勢志摩バリアフリーツアーセンター＞ 

伊勢志摩バリアフリーツアーセンターでは、バリアフリーへの改修工事に対する設計段階からの

アドバイス等、観光事業者へのバリアフリーに関するアドバイスが行われている。実際に当センタ

ーのアドバイスにより改修が行われた宿泊施設では、事前バリアフリー調査や延べ５回の検討会が

実施され、整備する設備や広告宣伝方法、社内体制等について検討が行われている。その結果、健

常者も宿泊したくなるような魅力的なユニバーサルルームが整備され、高い利用率となっている。 

 

 

参   考：「らくらくバリアフリーをめざそう」（千葉県旅館ホテル生活衛生同業組合） 
問い合わせ：京成ホテル株式会社（本社） Tel 043-245-0111／Ｅ-mail info@keiseihotel.co.jp 

安価な市販されている用具を用いたバリアフリー対応 

（写真左：ハンガー位置を低くするためのＳ字フック 

写真右：バスルーム等で使用できる吸盤式の手摺） 
車いす使用者のための手作りの浴室

移動キャリー 

参   考：伊勢志摩バリアフリーツアーセンターホームページ（http://www.barifuri.com/） 
問い合わせ：Tel 0599-21-0550／Ｅ-mail iseshima@barifuri.com 
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2）住みよいまちづくりの一環としてのハード整備の実践 

地域における観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、配慮の必要な旅行者も安心して

自由に行動できるようにするための、例えば道路の段差解消や公共交通機関のバリアフリー化、

バリアフリートイレの設置などのハード面での整備が必要となる。しかしこれらは暮らしやす

い住環境づくりのための施策であり、「住みよいまちは、行きよいまち」と言われるように、

その結果として旅行者にも訪れやすい地域になるといった視点が重要である。そのため、各地

で展開されつつある“福祉のまちづくり”等と連動する形で、旅行者の視点も加味したハード

面の整備を進めることが求められる。基本的には、歩道や広場等における休憩用のベンチ等の

積極的な設置など、比較的簡単にできることから順次対応していくことになるが、例えば町並

み環境整備などの補助事業をハード面のバリアフリー整備に上手く活用するといったことも考

えられる。 

 

 
＜参考事例：岐阜県高山市＞ 

岐阜県高山市では、「高齢化社会への対応」「高齢者や障害者に配慮した観光政策」を観光活性化

方策の最優先テーマとして設定し、平成８年 11 月から「障害者モニターツアー」を実行して課題

を洗い出し、道路や観光施設等のバリアフリー整備を進めている。 

 
 

施策名 施策内容 

道路の段差解消・歩車共存型
道路整備 

車道面より高くなっている歩道については、境界ブロックの段差が２cm以下に
なるようにし、道路の幅が狭く、十分な歩道幅が確保できない箇所では、車
道と歩道を同じ高さにして歩道部分をカラー舗装にしている。また、車の減
速効果を誘う目的でセンターラインをなくしたり、植栽を行ったりしている。 

暗渠蓋の整備 金属製暗渠蓋（グレーチング）は格子の細かい製品に取り替えている。 

多目的トイレの設置 
市内の公衆トイレおよび公的施設、ホテル、旅館を含め 80ヶ所に、多目的ト
イレを設置している。 

観光施設の車椅子利用整備 
市内の観光スポットは、すべて車いすでも利用できるよう整備している。国
の重要文化財にも仮設のスロープをつけるなどの対応を行っている。 

高山市安全・安心・快適なま
ちづくり事業補助金 

１施設につき 200 万円を限度に（補助率 1/2）、段差解消や多目的トイレ整備
等に対する助成を行っている。 

市営駐車場料金の割引 障害者の方が運転する車両については、駐車料金を半額にしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網目（穴）の小さい側溝の 

グレーチング 

まち中に数多く設置されている

多目的トイレ 

段差の小さい歩道と歩道上のベンチ 

■高山市におけるバリア解消に向けた主な施策 

参   考：高山市ホームページ（http://www.hida.jp/barrierfree/index.html） 
問い合わせ：高山市福祉保健部福祉課 Tel 0577-32-3333（内線 2940）／Ｅ-mail kouhou@city.takayama.lg.jp 
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3）歴史的観光地、自然観光地のバリアフリー化 

地域の歴史や文化、自然を知ることは旅の大きな楽しみの一つであるが、文化財等の歴史的

建造物等が主な観光資源となっている歴史的観光地や、山岳・湖沼、海岸等の自然環境や農山

村などの自然を利用する自然観光地ではハード面のバリアフリー化は難しい側面があり、ソフ

ト的対応を含めた様々な工夫により、観光資源そのものが持つ魅力や価値を損なわない形での

バリアフリー化が望まれる。 

また、自然観光地においては、例えば主にハード面で対応を行う整備エリアから、人的なソ

フト面での対応が必要となる自然エリアといった幾つかの“グレード”に区分し、それぞれで

どのようなバリアフリー対応が必要なのかを明確に定めることが考えられる。 

なお、この“グレード”については全国的な統一の基準を設け、各地域ではその基準に沿っ

た形で観光地のゾーニングを行うことも考えられる。 

 

＜参考事例：Recreation Opportunity Spectrum（レクリエーション体験多様性計画法)＞ 

Recreation Opportunity Spectrum（ROS）とは、人々が求める様々な質のレクリエーション

体験を提供するためのゾーニング手法で、1970 年代に米国の森林局が開発したものである。ROS

では、様々な利用者が様々な体験を求めていることを前提に、地域をいくつかのゾーンに分割し、

便利さや快適さのために人間の手が加えられるゾーンがある一方で、原生的な自然環境やそこでの

体験を保全することが優先されるゾーンも存在する。このようなグレードに基づき、対応できるバ

リアフリー整備も異なることから、旅行者は事前に大まかなバリアフリー状況をイメージすること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：http://www.kokuyurin.maff.go.jp/pdf/p-31-2.pdf 

■ROS の考え方に基づくゾーニング例 



 -15- 

②ソフト的対応の充実化 

人的なソフト面での対応は、ハード面の整備を補完する意味合いとともに、旅行者を受け入

れるホスピタリティとして、ソフト面の対応自体に価値がある場合もある。 

観光地におけるソフト的対応の充実化にあたっては、バリアフリーに関する情報の収集・発

信、ソフト的対応方策の検討とサービス研修の実施、また一般の地域住民も対象とした、配慮

の必要な人の旅行に対する理解を醸成するための意識啓発活動等を展開することが考えられる。 

いずれにしても、まずはできることから始め、段階的に対応の充実化を図る視点が重要であ

る。 
 
1）情報の収集・発信 

車いす使用者などの配慮の必要な旅行者は、旅行を計画する際に交通機関や観光施設、宿泊

施設のバリアフリーに関する情報は欠かせないものである。 

近年ではインターネットによる情報提供が充実化してきており、インターネット情報を利用

する旅行者も増えてきているが、現状では行政、観光施設、公益団体・市民団体、旅行会社、

交通事業者、情報提供事業者など様々な主体が観光に関するバリアフリー情報を発信しており、

情報提供主体の違いにより、提供される情報の内容や質にはばらつきがみられる。例えば、旅

行者が地域を巡る中で、トイレの情報はあるがその他の情報がリンクされておらず、旅行者が

行動しやすいような情報になっていない場合も多い。そのため、旅行者が利用しやすい情報提

供を行う上では、情報内容の基準化を目指すとともに、情報提供の運営体制を一元化し、旅行

者の行動パターンに即した総合的な情報提供を目指す必要がある。 

また、バリアフリーは目的ではなく、あくまでも手段であるため、発信する情報の内容につ

いても「行ける場所としての“バリアフリー”情報」だけでなく、「行きたい場所の“バリア”

情報」も提供することで、旅行者自らがアクティブに行動を選択できるよう配慮する必要があ

る。 

さらに、一方通行の情報提供だけでなく、「ここに問い合わせれば、当該地域での観光を楽し

む上で必要となるバリアフリー情報は全て分かる」といった、観光に関する一元的な相談窓口

を設置することが非常に効果的である。この相談窓口については、「(1)観光のユニバーサルデ

ザイン化の必要性に対する理解の醸成」の②で示した観光のユニバーサルデザイン化の推進組

織が担うことが考えられる。相談窓口では、個々人の状況や要望に合わせたきめの細かい情報

提供と、地域での観光を楽しむ上での的確なアドバイスを行えるような体制を整えておくこと

が望まれる。（なお、一元的な相談窓口のあり方については、「(3)ＵＤ観光センター（仮）の設

置」の項で詳述する） 
 

＜必要となる情報提供の例＞ 

○宿泊施設等に関するバリアフリーおよびバリア情報 

○多目的トイレの所在場所に関する情報 

○車いす使用者でも支障なく観光できるルート等に関する情報 

○人工透析を必要とする旅行者に対応できる病院に関する情報 

○車いす等の福祉用具、介護用品等の貸し出しサービスに関する情報 

○配慮の必要な旅行者に対する観光案内、入浴介助等の介助サービスに関する情報 

○目や耳の不自由な旅行者の地域での観光の「楽しみ方」に関する情報 等 
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＜参考事例：長崎観光バリアフリー情報サイト「思いやりの旅長崎」＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考事例：だれでも美ら島.NET（沖縄県）＞ 

 

 
「誰でも美ら島.NET」は、沖縄県の観光バ

リアフリー関連情報を整理・体系化した情報ポ

ータルサイトであり、以下のような特徴があ

る。 

 

○ユーザーの視点に基づいた様々な検索条件 
「地域別検索」（地名から検索、地名を入力

して検索、地図から検索）、「対象別検索」

（６つのカテゴリーから検索）、「用途別検

索」（車いす対応客室、車いす専用駐車区画、

割引など）など。 

 

○沖縄県独自のピクトグラム 
「沖縄県福祉マーク」を利用 

「一般駐車場」「段差なし」「車いす用観覧

席」など 29 個のピクトグラム。 

 

○登録施設自身による情報の管理・更新 
施設ごとに「施設ＩＤ」「パスワード」を付

与。施設管理者は、いつでも施設情報を更新

することが可能。 

参考：http://resort-jp.net/okinawa-bf/index.php 

参考：http://www.nagasaki-tabinet.com/b_free/ 

長崎観光バリアフリー情報サイト「思い

やりの旅長崎」では、「車イスの人が安心

できる旅」「目の不自由な人も楽しめる

旅」といったように、障害の内容に応じた

情報提供がなされている。 
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2）ソフト的な対応方策の検討とサービス研修の実施 

地域における観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、段差解消等のハード面の整備を

進めるとともに、例えば配慮の必要な旅行者から介助の申し出が合った場合の対応方法や、補

助犬を利用している旅行者に対する対応方法など、各種対応方法を地域単位および個別施設単

位で明確に定めておくことが効果的であり、これにより、配慮の必要な旅行者を安心して受け

入れることができるようになる。ソフト的な対応方策については、地域レベルで大きな方向性

や方針を設定し、個別施設単位でそれを踏まえた、より詳細な対応方法を定めることが考えら

れる。 

また、配慮の必要な旅行者に対して必要なサービスを実施する上では、基本的な知識や技術

を身に付ける必要がある。そのため地域や観光関連施設では、普段、旅行者と直接的に接する

職員を対象としたサービス研修を継続的に実施し、ホスピタリティや介助技術等のレベルアッ

プを図ることが望まれる。 

サービス研修は、先に示した地域で作成する「ソフト的な対応方策」の普及啓発等を目的と

して地域レベルで実施する方法と個別の施設レベルで実施する方法が考えられるが、ヘルパー

や介助者研修団体が開催する研修会への職員の積極的な参加を推奨することも考えられる。 

 

 

＜参考事例：おもてなし 365 日（岐阜県高山市）＞ 

岐阜県高山市では、モニター旅行や専門機関での調査等を通じ、高山市に宿泊した方の意見収集

を進め、主に宿泊施設におけるご高齢のお客様や障害のあるお客様への対応方法等を取りまとめた

サービスマニュアル「おもてなし 365 日」を作成し、関係者に配布している。 

その他、海外からのお客様との接し方、生活習慣の違い等を解説した「ホスピタリティ 365 日」、

障害のある方への理解と求められる接し方のポイント等を解説した「人にやさしいコミュニケーシ

ョン 365 日」等も作成している。 
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＜参考事例：ユニバーサルツーリズム ヒント・実例集（千葉県）＞ 

千葉県では、ユニバーサルツーリズム実現のための考え方や実現のためのヒント・実例を取りま

とめた「だれもが訪れやすい観光地づくりをめざして ―ユニバーサルツーリズム ヒント・実例

集―」を取りまとめている。当ヒント・実例集では、旅行者が旅を思い立ち、情報収集を行う段階

から出発、帰着までの一連の流れに沿う形で、配慮事項や旅行者の声、ヒントとなる事例等がまと

められている。また、ユニバーサルツーリズムの取り組みの考え方や推進方法が示されている。 

 

問い合わせ：千葉県商工労働部観光課 Tel 043-223-2415 
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＜参考事例：キャストを対象とした教育プログラムの実施（東京ディズニーリゾート）＞ 

東京ディズニーリゾートでは、各パークで働くキャストに対して、各部ごとに必要となる対応等

を踏まえた教育プログラムを実施することにより、あらゆるゲストへの理解と認識を会得したキャ

ストの育成に力を入れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜参考：ハートフルアドバイザー研修 

（社団法人シルバーサービス振興会/財団法人総合健康推進財団）＞ 

 

 

 

 

 

 

参考：国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/udbf/4th-document1.pdf） 

社団法人シルバーサービス振興会および財団法

人総合健康推進財団では、接客サービスに従事す

る方々が、店舗などで高齢者や障害者に適切な接

客サービスを提供するにあたっての心構え（心の

バリアフリー）や基本的な知識、実践的な技術を

習得するために「高齢者・障害者に対する接客サ

ービス従事者研修」を全国で開催している。 

参   考：財団法人総合健康推進財団ホームページ 
（http://www.soukensui-kikaku.com/kenshu/40/4010/） 

問い合わせ：財団法人総合健康推進財団 企画室「高齢者・
障害者に対する接客サービス従事者研修」係 
Tel 03-5777-2754 
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3）一般の地域住民も対象とした意識啓発活動の展開 

地域における観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、観光関連事業者だけでなく、一

般の地域居住者も含めて、配慮の必要な旅行者に対する理解や“おもてなしの心”を醸成する

ことが重要となる。体の不自由な人等が日常生活のどのような場面で不便を感じているのか、

またそのような場面でどのような声掛けやサポートを行うと喜んでいただけるのかといったポ

イントを一般の地域居住者も含めた関係者に周知させるような活動を展開することが望まれる。 

意識啓発にあたっては、観光のユニバーサルデザイン化に関するシンポジウムの開催やキャ

ンペーンの実施、総合学習の時間等を活用した学校教育との連携等が考えられる。また、一般

の地域居住者も対象とした意識啓発を図る上では、地域で展開している観光のユニバーサルデ

ザイン化に関する活動を新聞やテレビ等のマスコミュニケーションを通じて継続的に情報発

信することで、市民の目に触れる機会を増やすことが重要であり効果的である。 

 

＜参考事例：『私は停めません』キャンペーン（沖縄県）＞ 

車いす使用者のための車両駐車スペースの適正利用を訴えるた

め、沖縄市にあるＮＰＯ法人沖縄バリアフリーネットワーク会議

を中心に「『私は停めません』キャンペーン」を展開している。キ

ャンペーンでは、大型商業施設などでチラシを配布するとともに、

キャンペーンステッカーを作成・配布し、車両等に貼ってもらう

等の活動が行われている。 

 

 

 

 

 

 
 

＜参考事例：伊勢志摩バリアフリーツアーセンター＞ 

伊勢志摩バリアフリーツアーセンターでは、地域へのバ

リアフリーの考え方の浸透を目指し、マスコミ等を活用し

た継続的な情報発信が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参   考：社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会ホームページ 
（http://www.okishakyo.or.jp/html/fjoki/112web/p2/index.html） 

問い合わせ：ＮＰＯ法人バリアフリーネットワーク会議 Tel 098-929-1140／Ｅ-mail bfn@vega.ocn.ne.jp 
 

■キャンペーンステッカー 
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③地域資源の活用と連携 

観光のユニバーサルデザイン化を進める上では、地域の手話通訳やガイドヘルパー等との連

携、車いす等の福祉用具や介助用品等の貸し出し体制の構築など、もともと地域にある資源の

有効活用と連携を図ることが効果的である。また、地域の観光資源を活用したユニバーサルデ

ザインの考え方に基づく観光プログラムの開発も望まれる。 

 

1）地域の介助ヘルパー等との連携体制の構築 

地域における観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、配慮の必要な旅行者が旅行先で

必要な介助を受けることができるよう、地域の介助ヘルパー等との連携体制を構築することが

望まれる。また観光地においては、観光ガイドも行えるような介助ヘルパーを確保することも

望まれる。このような人材を育成する上では、観光ガイドと介助ヘルパーの連携を促進し、そ

れぞれのノウハウを共有できるようにすることが効果的である。 

 

＜参考事例：介護人派遣サービス（ＷＩＮＧ ＫＯＢＥ）＞ 

障害のある人やお年寄りに安心して神戸観光を楽しんでもらえるようにするために、NPO 法人

｢ウィズアス｣がホテルやタクシー会社と提携し、希望に合わせて入浴介助や移送などをコーディネ

ートするサービス（プロジェクト名：WING KOBE）を行っている。同サービスでは、ヘルパー派

遣業者等と協力し、必要な介助を手配している。また、緊急時の病院の紹介や車いすのレンタル、

手話通訳ボランティアの手配も引き受けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜全体の流れ＞ 

１）利用者からＵＴＣ神戸へ依頼 

２）ＵＴＣ神戸と利用者間の情報交換 

３）ＵＴＣ神戸から各事業所に情報伝達及び各サービスの手配 

４）ＵＴＣ神戸から利用者へ決定事項を連絡 

５）神戸観光（利用者から各事業所に支払い） 

６）ＵＴＣ神戸にコーディネート料の支払い 

（コーディネート料は、一泊二日で 5,000 円、泊が増すごとに 1,000 円追加となっている） 

■ＷＩＮＧ ＫＯＢＥのサービスメニュー 

参考   ：ＷＩＮＧ ＫＯＢＥホームページ（http://wing-kobe.org/index.htm） 
問い合わせ：神戸ユニバーサルツーリズム（ＮＰＯ法人ウィズアス内） Tel 078-621-7707 
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2）車いす等の福祉用具や介助用品等の貸し出し体制の構築 

観光（旅行）では、日常の生活よりも歩行距離が長くなる場合が多いため、普段は車いすを

利用していない方でも、観光（旅行）の際には車いすを利用しなければ移動が困難な場合もあ

る。そのため観光関連施設等では、足の不自由な方や高齢の方、また乳幼児連れの方のために、

車いすやベビーカーの貸し出しを行えるようにすることが望まれる。また、これらの貸し出し

を地域全体で展開することで、各施設単位ではなく、「貸し出しを行っている施設であれば、ど

こに返却してもよい」といったような“貸し出し・返却システム”を構築することも考えられ

る。 

また、配慮の必要な旅行者が必要とするような福祉用具や介護用品で、貸し出し頻度があま

り高くないようなものについては複数の施設で共有し、必要なときに必要な施設がそれらを利

用できるようにするといったことも考えられる。 

 

＜参考事例：どこでもチェア（鳥羽市/伊勢志摩バリアフリーツアーセンター）＞ 

「どこでもチェア」は、車椅子の持ち運びをせずに伊勢志摩で車椅子を調達したいという方、旅

行中ケガをされた方などを対象に始められた、鳥羽市と伊勢志摩バリアフリーツアーセンターの協

働による観光サービス事業である。鳥羽市内の６箇所で車いすの貸し出しが行われており、41 箇

所で返却可能となっている。また、最大貸し出し期間は１週間で利用は無料となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：伊勢志摩バリアフリーツアーセンターホームページ（http://www.barifuri.com/） 

■鳥羽市レンタル車いす「どこでもチェア」レンタル＆返却ステーション 
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3）ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光プログラムの開発 

観光では、非日常的な時空間の中で「如何に楽しめるか」といった観点が重要となる。その

ため観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、配慮の必要な旅行者も含めて、できるだけ

多くの人が楽しめるような観光プログラムの開発が望まれる。 

ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光プログラムの開発にあたっては、「五感をフル

に活用して地域での観光を楽しんでいただく」といった視点が重要であり、これは障害のある

方だけではなく、健常者にとっても魅力的な観光プログラムとなり得るものである。例えば目

の不自由な旅行者には、香りや触感、音などを通じて楽しむことができる観光プログラム、ま

た耳の不自由な旅行者には手話通訳やホワイトボード等を用いた解説を組み込んだ観光プログ

ラムなどが考えられる。また、このような配慮の必要な旅行者も楽しめるような観光プログラ

ムに関する情報を積極的に提供することも重要である。 

 

＜参考事例：バリアフリー体験プログラム（ＮＰＯたてやま・海辺の鑑定団）＞ 

千葉県館山市の「ＮＰＯたてやま・海辺の鑑定団」では、海辺の自然をできるだけ多くの人に体

験してもらうための様々な工夫を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：残したい日本の音風景 100 選／かおり風景 100 選＞ 

環境省では、「残したい日本の音風景 100 選」（平成 8 年）および「かおり風景 100 選」（平成

13 年）を選定しており、五感を活用した観光プログラムを検討する上で参考とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耳の不自由な方のためのホワイト

ボードを用いた解説 

オフロードタイプの車いす（ランデ

ィーズ）の貸し出し 
目の不自由な方には触れてもらい

ながらの解説 

※写真は平成 17年度に実施されたモニター旅行時のもの 

参考：環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/air/life/index.html） 
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④モニター旅行の受け入れ等による段階的な取り組みの推進 

地域における観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、実際に配慮の必要な旅行者を地

域に招き、地域での観光を体験していただく中で、良かった点や改善すべき点等について意見

を求めるモニター旅行の受け入れを積極的に行うことが効果的である。 

取り組みの初期段階でのモニター旅行では、地域の課題を把握することができ、また継続的

にモニター旅行を実施することで、改善点の効果等を把握することができる。また、モニター

旅行の結果をインターネット等で公開することで、配慮の必要な旅行者に対して、地域のバリ

アフリー状況や、地域での観光の楽しみ方等に関する情報を効果的、効率的に発信することも

可能である。 

また、障害者団体や福祉、まちづくり関連の学会などの総会を積極的に誘致し、地域での取

り組みに関するディスカッションを行う場を企画することなども考えられる。このような機会

は観光関連事業者、一般の地域居住者の意識啓発につながり、またユニバーサルデザイン化に

取り組む観光地としての認知度向上にも結びつく。 

 

＜参考事例：岐阜県高山市＞ 

岐阜県高山では、市少子高齢化や、障害者の旅行ニーズの高まりの中で、それに対応した観光地

として新たな魅力を生み出すことが必要との認識に立ち、平成８年より「障害者モニターツアー」

を開催している。モニターツアーは平成15年までに13回開催され、車いす使用者とその介護者、視

覚・聴覚障害者、知的障害者、高齢者、外国人など、様々な障害を持つ計230人以上が参加してい

る。参加者からは、「古い町並みの店は敷居が高くて店に入れない」「急な坂や段差のある道が多か

った」「車いすトイレの扉は重すぎて障害者には開けられない」などの意見が出され、このような意

見をもとに、道路の段差解消・車椅子利用者が利用可能な快適な多目的トイレの整備、電動車椅子

レンタル等の対応が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

参考：国土交通省 中部地方整備局 東海幹線道路調査事務所ホームページ 
（http://www.tokai-kansen.go.jp/project_report/pr36/report03/） 
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＜参考：主な障害者団体、福祉・まちづくり団体＞ 

 

団体名 概 要 

社会福祉法人日本身体障
害者団体連合会 

全国 60 都道府県・指定都市の障害者を中心とする当事者団体と社会福祉法
人日本盲人会連合、（社）日本オストミー協会の計 62団体をもって構成。障害
のある人自身の立場から、人権の保障、社会への参加を推進し、すべての人の
社会‘Society For All’の実現をめざす。ユニバーサルな感覚で、障害の種
類や有無にとらわれない幅広い活動を行っている。 

社会福祉法人日本盲人会
連合 

視覚障害者自身の手で、“自立と社会参加”を実現しようと組織された視覚
障害者の全国組織。1948 年に結成された、都道府県・政令指定都市における
58 の視覚障害者団体の連合体で、国や地方自治体の視覚障害者政策―人権、
福祉、教育、職業、環境問題等―の立案・決定に際し、視覚障害者のニーズを
反映させるため、陳情や要求運動を行っている。 

財団法人全日本聾唖連盟 

ろうあ者の人権を尊重し、文化水準の向上を図り、その福祉の増進を目的と
しており、具体的な行動としては、国政や地方自治体にろうあ者福祉事業の推
進を要望し、社会的には手話の普及などの活動を通してろうあ者の社会的自立
の環境整備を図っている。 

社会法人日本オストミー
協会 

オストメイト等の生活の質的向上を目指し、オストメイト等及びその家族の
福祉増進に寄与するための活動を行っている。主な事業活動は、１．医療従事
者等によるストーマケア、健康管理等の指導 ２．ピアカウンセリング等術後
の生活指導、会員の体験から編み出されたストーマ管理上のノウハウ伝承等 
３．オストメイト等の福祉向上を図る諸活動。 

日本トイレ協会 

1985 年、総合的なトイレ環境の改善とトイレ文化の創出をめざして、国、
自治体、民間企業、研究者、一般市民、マスコミなどの有志によるネットワー
クの中から生まれた。身近な公衆トイレの改善運動から始まった活動は、トイ
レに関する情報収集、調査・研究へ、さらに環境、都市計画、防災、教育、健
康、福祉、産業などの関連分野にも活動領域を広げている。 

社団法人長寿社会文化協
会（WAC） 

長寿社会に関する社会参加活動の効率的な組織化を推進するとともに、長寿
社会文化に関する調査、研究、啓発活動、高齢者の健康と生きがいづくりの支
援活動ならびに地域の相互扶助機能の活性化促進活動を行い、もっと豊かで活
力ある長寿社会の構築、発展に寄与することを目的に活動している。 

日本福祉のまちづくり学
会 

すべての人が安心して暮らすことのできる街、住まい、交通、くらしについ
て、法律学、社会福祉学、経済学、情報・通信工学、理学療法学、作業療法学、
人間工学、リハビリテーション工学、医学、造園学、土木工学、建築学、都市
計画学など市民の生活基盤づくりに関係するあらゆる分野の方々が結集し、
様々な「福祉のまちづくり」について研究・開発していくための活動を展開し
ている。 

全国老人クラブ連合会 

昭和 38 年に制定された老人福祉法や平成 6 年の新ゴールドプラン（高齢者
保健福祉推進 10 か年戦略の見直し）等に、高齢者の社会参加・生きがい対策
の推進組織として位置づけがされている。活動内容は趣味、文化、レクリエー
ションなど生活を豊かにする活動から、作業・生産、環境美化・リサイクルな
ど地域を豊かにする社会活動に及ぶ。 

社団法人全国脊髄損傷者
連合会 

脊髄損傷者に対する様々なサポートを行い社会復帰と自立更生の場を確立
し、また、医療・福祉制度の改善と充実をはかり、もって脊髄損傷者の福祉の
増進に寄与することを目的としている。主な活動内容は、ピア・サポートなど
の相談支援、医療・福祉関連情報の提供、脊髄損傷者に関する調査研究、また、
スポーツ大会・福祉教室などを通じた地域交流等。 
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(3)ＵＤ観光センター（仮）の設置（地域観光コーディネートサービスの実践） 
「２．観光のユニバーサルデザイン化の全体像」で示したように、観光のユニバーサルデザ

イン化にあたっては、旅行者と観光地（受け地）をつなぐ一元的な相談窓口（ＵＤ観光センタ

ー（仮））を設けることが効果的であり、この相談窓口を通じて、何らかの配慮を必要とする旅

行者に対する地域観光のコーディネートサービスを実践することが望まれる。 

このコーディネートサービスは、「(2)観光のユニバーサルデザイン化に関する取り組みの推

進」の①の 1）で示した「施設のユニバーサルデザイン化に関する調査・アドバイス体制の構

築」と②の 1）で示した「情報の収集・発信」の２つがその基本となる。すなわち、まず観光

のユニバーサルデザイン化に賛同する観光関連施設の抽出と、それら施設のバリアフリー状況

に関する詳細な調査を実施するとともに、これら各観光関連施設のバリアフリー状況および観

光的な魅力や特徴に関するデータを基に、旅行者と各施設を適切にマッチングすることが当該

サービスの基本的な機能となる。 

なお、旅行者の希望する観光（旅行）の内容は多様であり、また旅行者によっては多少の困

難はあっても、“より楽しめる”または“より安価な”な観光（旅行）を求める場合もあるため、

観光（旅行）に関する多様な選択肢を準備しておくことが求められる。そのためにも、観光の

ユニバーサルデザイン化に賛同し、施設のバリアフリー状況に関する詳細な調査を受けいれる

観光関連施設は多様であることが望ましい。このような観光のユニバーサルデザイン化に賛同

する観光関連施設を増やすためには、調査・アドバイスを受け、バリアフリーに関する改善を

行った施設に関する情報を積極的に提供することで、“バリアフリー対応が集客に結びつく”

ということを広く他の施設にも示すことが効果的である。 

このような地域観光のコーディネートサービスについては、「伊勢志摩バリアフリーツアー

センター」が先進的な取り組みを実施しており、以下にその取り組みの内容を参考事例として

示す。 

 

 

＜参考事例：伊勢志摩バリアフリーツアーセンター＞ 

伊勢志摩バリアフリーツアーセンターは、伊勢・鳥羽・志摩地域におけるバリアフリーに関する

情報を障害者スタッフのグループによる調査で収集し、体の不自由な旅行者が安心して当該地域に

おける観光を楽しめるよう情報提供するとともに、地域のソフト面、ハード面のバリアフリー対応

を向上させることを目的に設立されたＮＰＯ団体である。 
 

【伊勢志摩バリアフリーツアーセンターの取り組み】 
1)バリアフリーマーケットに対する取り組み 
・バリアフリー観光情報の発信 

・旅行案内 

・宿泊施設などの紹介 

2)観光事業者に対する取り組み内容 
・旅行案内提携 

・アクティビティ開発支援 

・おもてなし向上アドバイス 

・バリアフリーマーケットの意見などの 

フィードバック 
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【伊勢志摩バリアフリーツアーセンターの取り組みにおける特徴】 
1)「パーソナルバリアフリー基準」に基づいた情報の提供 

｢パーソナルバリアフリー基準｣とは、障害者の障害の程度は多種多様であり、また活動に向け

た意欲も人によって差があるため、求めるサービス内容は一人ひとりそれぞれ異なるという考え

方に基づいた基準である。このことを踏まえて、画一的にバリアフリーに関する情報を提供する

のではなく、各個人が状況に応じて判断ができるよう、そのもととなるバリアフリー情報提供を

行うよう留意している。具体的には当センターの障害を持つ専門員が体験した施設のバリアフリ

ー情報をありのままに伝え、その情報を元に個人個人が行けるか、行けないかを最終的に判断す

るという方法がとられている。 

 
2）障害者の視点による施設の評価 

障害者や障害者サポーターが中心となった専門委員会が設置され、その専門委員会により施設

や旅館のバリアフリー評価が行われている（評価する対象は、バリアフリーマーケットを受け

入れたいという意思表示のあった施設のみ）。障害者の方が施設の評価や情報提供を行うことで、

旅行者に対して安心感のある情報提供が可能となっている。 

 

3）「どのようにしたら行くことができるか（どのようにして行くか）｣を念頭においた情報提供 
障害のある旅行者の満足度を高めるために、各施設のバリアフリー情報を提供する際には、「ど

こに行けるのか」という視点ではなく、「どのようにしたら行けるのか（どのようにして行くの

か）」という視点で、限りなく障害者の希望に応えられるような情報提供が行われている。 

 

4）安心して旅行を楽しんでいただくための宿泊施設の予約代行の実施 
旅行者が希望する宿泊施設への予約代行が無料で行われている。当センターが障害のある旅

行者側、および宿泊施設側の必要な情報を把握し、適切なマッチングが行われている。この方

法により、宿泊施設側はリスクヘッジが可能になり、また旅行者は自分に適した宿泊施設を利

用できるというメリットが生まれている。 

 

5）地元観光施設へのバリアフリーアドバイスの実践 
バリアフリーへの改修工事に対する設計段

階からのアドバイス等、観光事業者へのバリ

アフリーに関するアドバイスが行われている。

実際に当センターのアドバイスにより改修が

行われた宿泊施設では、事前バリアフリー調

査や延べ５回の検討会が実施され、整備する

設備や広告宣伝方法、社内体制等について検

討が行われている。その結果、健常者も宿泊

したくなるような魅力的なユニバーサルルー

ムが整備され、高い利用率となっている。 
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【具体的な取組み・活動例】 
○バリアフリーアクティビティの開発（障害者向けヨットスクール、ダイビングスクール（水

中散歩）の開催支援） 

○レンタル車いすの無料貸し出し（「どこでもチェア」） 

○伊勢志摩バリアフリーガイド「旅ばりっ！」の発行 

○「ばりふりお伊勢さん（伊勢神宮内の車椅子、視覚障害者の参道介助等）」の実施 

 

 

 

 

 

 

 

参考   ：伊勢志摩バリアフリーツアーセンターホームページ（http://www.barifuri.com/） 
問い合わせ：Tel 0599-21-0550／Ｅ-mail iseshima@barifuri.com 
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３－２ 旅行業サイドにおける進め方 
 

旅行業のユニバーサルデザイン化にあたっては、そのための取り組みを中心となって推進す

る、各旅行会社を横断するような組織を設け、各種基準や指針等を定めるとともに、意識啓発

等の各種活動を展開することが望まれる。また各旅行会社では、旅行商品の企画・造成段階、

販売段階、旅行実施段階等の各段階において、配慮の必要な旅行者の参加を想定した適切な対

応を行うことが望まれる。 

ここでは、推進体制づくりから各旅行会社における取り組みまでの、旅行業サイドにおける

観光のユニバーサルデザイン化の進め方について取りまとめる。 

 

(1)推進体制づくり 
旅行業サイドにおける観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、まず、各旅行会社を横

断するような組織を設け、旅行相談の受け付けや、民間の自主的な活動組織の育成や支援・連

携、旅行者の理解を得るための啓発活動等を展開することが望まれる。 

 

①観光（旅行）のユニバーサルデザイン化を推進する組織の設置 

旅行業における観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、そのための取り組み、活動を

中心となって推進する組織を設けることが効果的である。この推進組織は、既存の旅行関連団

体やＮＰＯ団体等が中心となることが考えられる。また、実現性の観点でみた場合、新たに旅

行のユニバーサルデザイン化に関する組織を設立するのではなく、既存の組織・団体がこれま

で行っていた取り組み、活動があれば、これをユニバーサルデザイン化の視点で広げていくと

いったことが考えられる。 

当該組織では、以降に示すように観光のユニバーサルデザイン化に関する様々な取り組みを

推進してゆくことが望まれるが、まず活動や取り組みの基本的な考え方、システムを十分吟味

した上で無理のないところから取り組み始め、その効果を確認しつつ、徐々に活動の幅を広げ

ていくことが望まれる。 

また、観光地（受け地）側の観光のユニバーサルデザイン化を推進する様々な組織と情報や

活動の連携体制を構築することが重要である。 

 

②医療・介護組織・団体との連携体制の構築 

旅行業における観光のユニバーサルデザイン化あたっては、推進のための情報やノウハウの

収集と蓄積が欠かせない。このためには、ユニバーサルデザイン化に関わる医療や福祉組織・

団体との連携体制の構築が効果的である。 

旅行業における観光のユニバーサルデザイン化の推進組織が、医療や福祉組織・団体等と連

携することにより、旅行会社だけでは対応できない様々な取り組みを効率的に推進することが

可能になる。 
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③旅行相談の受け付け（苦情への対応、ニーズの把握） 

旅行業における観光のユニバーサルデザイン化のための推進組織では、体の不自由な人や配

慮の必要な人等からの旅行の検討や申し込み、実施に際して発生する苦情やニーズを受け付け、

その相談や解決にあたることが望まれる。これにより、様々な苦情やニーズを集約することで、

課題の把握や具体的解決策の検討が行いやすくなるとともに、これらの対応をおこなう人材の

対応力の高度化が進み、窓口が専門的な対応をとることにより、相談をする旅行者側にとって

も課題解決が迅速に行えるといったメリットが期待できる。 

推進組織では、旅行相談窓口での経験や情報の蓄積を各旅行会社にフィードバックして、観

光のユニバーサルデザイン化を推進するために役立てることが効果的である。 

なお、航空業界では、早くから体の不自由な搭乗客への相談・予約専用の窓口を設けて対応

している。鉄道やバス、タクシーなどその他の運送業界でも、積極的な対応が望まれる。 

 

＜参考事例：航空会社の相談窓口＞ 

航空会社では、体の不自由なお客様やご病気、けがをされているお客様の航空機への搭乗のため

の相談・手伝いの窓口を設けて対応している。 

 

【ＡＮＡスカイアシスト】 
体の不自由な方の旅へのお手伝いを行う

ため、スカイアシストデスクがフリーダイア

ル（年中無休）で、相談を受け付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＪＡＬプライオリティ・ゲストサポート】 
体の不自由な方の旅へのお手伝いを行

うため、スカイアシストデスクがフリーダ

イアル（年中無休）で、相談を受け付けて

いる。視覚・言語障害のある利用者にはフ

ァックス対応も行われている。 

 

 

 

 

参考：全日空ホームページ（http://www.ana.co.jp/share/assist/index.html） 

参考：日本航空ホームページ 
（http://www.jal.co.jp/jalpri/） 
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④民間の自主的な活動組織の育成・支援・連携 

旅行業における観光のユニバーサルデザイン化のための推進組織では、民間の自主的な活動

を行っている組織の育成や支援・連携を行い、全国各地で活動のネットワークが拡大するよう

に努めることが望まれる。各地域内などでの自主的な活動は、広域的な連携により一層効果的

な旅行業における観光のユニバーサルデザイン化の推進が可能となるだけでなく、国内旅行だ

けでなく海外旅行のバリアフリー化の情報やノウハウの共有化が期待できる。 

 

＜参考事例：民間の自主的な活動 バリアフリー旅行ネットワーク＞ 

「バリアフリー旅行ネットワーク」は、誰もが安心して外出国内旅行ができる心豊かな社会を築

き、観光振興推進の一助となるため、平成 17 年 3 月に、全国の旅行業者、受け入れ機関、福祉関

連団体、教育関係等、65 団体で営利を目的としない組織として設立された。平成 20 年 2 月 13

日現在、北海道斜里町から沖縄県石垣島まで 85 社（団体）の会員が加盟している。 

 
【活動目的】 

○地域に根ざした「優しいまちづくり」の活性化 

○お客様のお声などを集め活かす研修会や意見交換会などの開催 

○ホームページで安心外出旅行のための情報提供 

○会員用メルマガ配信でバリアフリー旅行情報・知識・資質の向上 

 

【具体的な活動内容】 
１．全国、及び全国各地域ブロックでの研修会の実施（一例の紹介） 

★全体研修会 

各ブロック研修会の報告と、パネルディスカッションや、お客様との事前打ち合わせをロー

リングプレイとして実演することで、お客様の視線に立った、真心のおもてなしをする研修。 

（平成 17 年 9 月、於：大阪市） 

★中国四国ブロック研修会 

肢体・視覚・聴覚障害者の方々を講師に招いて、外出時のお困り事や声掛け接遇で助かった

こと、安心外出要望の生の声を語っていただき、参加者の意見交換と外出支援などの研修を実

施。（平成 17 年 8 月、於：広島市） 

★北陸中部ブロック研修会 

高齢者疑似体験・リフト昇降体験・料理特別食体験などを通し、宿泊施設にあると便利な福

祉備品の説明や宿泊地などにおける緊急医療体制を研修し、バリアフリー旅行の実情を研鑽。

さらに、ＮＰＯ法人日本ケアフィットサービス協会認定サービス介助士 2 級資格取得の説明会

を実施。（平成 17 年 9 月、於：石川県加賀市） 

★近畿ブロック研修会 

サービス介助士インストラクターを講師として招き、ホスピタリティマインドなどについて

受講。実技として、車いす移動介助や階段持ち上げ介助と接し方などを体験し、視聴覚障害疑

似体験で外に買い物に出掛け、手引き介助などを体験する研修を実施。（平成 17 年 9 月、於：

大阪市） 

「近畿ブロック研修会の様子」 

                                              

 

 

 

 

 

車いす移動介助      視覚障害疑似体験
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２．お客様からのお声収集と実例の共有 

 

３．会員専用メールマガジンの配信 

「バリ旅ネット」（配信内容例） 

★お声を活かす取り組みと活動をしましょう 

★情報交換をお客様と会員間で活動しましょう 

★資質の向上のために資格取得をめざしましょう 

★お互いの情報共有の場として有効に使いましょう 

★言葉の基本知識などの勉強にも最適 

★成功談・失敗談などの実例や、サンプル写真など盛りだくさん 

★皆さんで作るメルマガとして様々な情報をお寄せ下さい 

 

４．ホームページでバリアフリー旅行情報の提供 

★会員の真心のおもてなしや設備がすぐわかるチラシ「フレンドリーマップ」の制作協力 

★ホテル･食事･観光･休憩施設の多目的トイレを写真で集め「全国トイレマップ」の情報発信 

 

５．地域に根ざした優しい街作り 

★行政との連携（ホームページ相互リンク、情報交換、提言活動）により、安心外出が容易に

なる事で、地域の活性化が「優しい街作り」になるように推進協力を実施。 

 

６．交通機関へ「サービス向上のためのご意見書」を提出 

★新幹線自由席や在来線特急自由席に高齢者やお身体が不自由な方が安心して座れるような

「優先座席の導入」など 3 点の意見書を、ＪＲ西日本本社へ提出 

 

７．サービス介助士 2 級資格の取得 

★NPO 法人 日本ケアフィットサービス協会との協力により実施 

★観光業界はサービス業として「真心のおもてなし」、「接遇」、「介助の基本」を修得すること

が資質の向上につながるので、資格の取得を推進 

 

 

 

 

 

 

 

参考   ：バリアフリー旅行ネットワークホームページ（http://jaw.co.jp/bft.net/） 
問い合わせ：barifuri.net@world.ocn.ne.jp 
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⑤旅行者の理解を得るための啓発活動の展開 

観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、配慮の必要な旅行者に対する理解を深め、サ

ポート等を行えるような社会環境の醸成が望まれる。 

啓発活動は、行政組織や各地域のユニバーサルデザイン化の推進組織等との連携により継続

的に行うことが重要、かつ効果的である。 

 

＜参考事例：ＪＡＴＡ世界旅行博での広報活動＞ 

ＪＡＴＡ（社団法人日本旅行業協会）では、平成 19 年度バリアフリー旅行促進に関する活動の

一環として、JATA 世界旅行博 2007 で広報活動を行っている。 

バリアフリー旅行情報センターのブースを設置し、旅行に対する様々な質問や相談に応じている。

また、日本盲導犬協会の協力により補助犬に関する質問を受け付け、イベント会場ではデモンスト

レーションも行われた。 

 

期間：2007 年 9 月 1４日（金）～１６日（日） 

会場：東京ビックサイト 

運営：バリアフリー旅行部会等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行博２００７会場の風景（ＪＡＴＡホームページより） 
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(2)各種基準等の作成と人材育成 
旅行業サイドにおける観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、(1)で示した推進組織が

中心となり、各種基準や指針等を作成するとともに、旅行会社に対する意識啓発や研修会を実

施するとともに、介助同行者等の人材育成を積極的に展開することが望まれる。 

 

①ユニバーサルデザインの考え方に基づく旅行商品基準等の作成 

旅行業における観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、何らかの配慮が必要な人も旅

行に参加しやすくするために、企画旅行商品をはじめとした各旅行商品について、事業性も考

慮しながら、ユニバーサルデザインへの対応基準を検討することが望まれる。 

一般の高齢者や比較的自立した移動、活動が出来る旅行者向けの、時間的なゆとりがある旅

行商品や個人型商品等の基準だけでなく、車いす使用者などの移動制約者や視覚や聴覚に障害

のある旅行者、内部障害者向けの商品基準についても検討することが望まれる。 

 

②旅行への参加基準の明確化・対応指針の作成 

各旅行会社は、観光のユニバーサルデザイン化にあたり、それぞれの企画旅行商品の内容に

応じた参加基準を定め、パンフレット等に記載することが望まれる。また、各旅行の添乗員の

有無や業務範囲（サービスの内容）、同行者の経費などを明確に示すことも重要である。さらに、

添乗員付きの団体旅行等の場合は、一般の旅行者に対して、何らかの配慮が必要な旅行者に対

する理解を醸成することも望まれる。 

そのために、旅行業における観光のユニバーサルデザイン化の推進組織等が、共通の参加基

準や対応指針等を作成し、各旅行会社に周知していくことが望まれる。 

 

③旅行会社に対する意識啓発と研修会の実施 

旅行業における観光のユニバーサルデザイン化については、旅行会社によって、その認識や

理解の程度に大きな差があり、旅行業界全体としても、ユニバーサルデザイン化に対する意識

がまだまだ十分とは言い難い。 

障害のある人など、旅行に際して何らかの配慮が必要となる旅行者に対して、必要なサービ

スを実施する上では、基本的な知識や技術を身に付ける必要がある。そのため、旅行会社では、

職員を対象とした研修会を定期的に開催することや、ヘルパーや介助者研修団体が開催する研

修会への職員の積極的な参加を推奨することが望まれる。 

そのため、観光のユニバーサルデザイン化のための推進組織などが中心となって、啓発活動

や研修会を実施し、観光のユニバーサルデザイン化に対する認識や理解の向上を図り、具体的

な対応ノウハウを広く浸透させることが望まれる。 
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＜参考事例：ＪＡＴＡ（社団法人日本旅行業協会） 社会貢献委員会バリアフリー部会＞ 

ＪＡＴＡの社会貢献委員会バリアフリー部会では、障害のある方に募集型企画旅行に参加してい

ただくための実践経験をもとにした会員向けの「学ぶ会」を開催している。第１回目は車椅子利用

の方、第 2 回目は耳の不自由な方に参加していただくための方法や事例について紹介している。体

の不自由な方の体験談も交え、バリアフリー旅行部会のメンバーや航空会社の担当者から様々な事

例紹介や助言等が行われている。また、ＪＡＴＡ関西支部会員からの要望もあり、関西支部主催で

も同様のセミナーを開催している。今後は、内部疾患がある方に参加いただくための方法や障害の

ある方々への言葉遣いを学ぶ会を開催する予定となっている。 

 

＜ＪＡＴＡの研修会（平成 19 年度）＞ 

第 1 回ユニバーサルデザイン旅行セミナー 平成 19 年 9 月 7 日（金）参加者 62 名 

「車椅子での旅行＝旅の楽しみ、理解して欲しいこと、困ったこと」 

講    師：上山 のり子氏 

「車椅子利用の方に参加いただく方法＝旅行会社が注意すべきこと」「そのときどうする？」 

講    師：室井 孝王氏（ANA セールス㈱） 

アドバイザー：長橋 正己氏（クラブツーリズム㈱） 

松本 泰守氏（㈱チックトラベルセンター） 

正木 孝治氏（ＡＮＡ ＣＳ推進室） 

 

第 2 回ユニバーサルデザイン旅行セミナー 平成 19 年 11 月 2 日（金）参加者 32 名 

「聴導犬をご存知ですか？」「聴導犬と一緒の旅」 

講    師：松本 江理氏  聴導犬 ブランカ 

「耳の不自由な方に参加いただく方法と注意、配慮すべき事項」 

講    師：室井 孝王氏（ANA セールス（株)） 

アドバイザー：松本 泰守氏（(株）チックトラベルセンター) 

 

第 3 回「障害のある方々との会話の注意点や接し方を学ぶ」セミナー 

平成 20 年 1 月 29 日（火）参加者 45 名 

・なぜこのようなことを学ぶことが必要か 

・航空会社、旅行会社での実践経験を元にした事例紹介 

講    師：山崎 悦子氏（ＪＡＬ プライオリティーゲストセンター） 

正木 孝治氏（ＡＮＡ スカイアシストデスク） 

玉置 良吉氏（㈱ジャルパック） 

室井 孝王氏（ANA セールス㈱） 

（JATA バリアフリー旅行部会） 

 

第 4 回「ハワイのバリフリー旅行事情を学ぶ」セミナー 

平成 20 年 3 月 12 日（水）参加者 53 名 

・なぜハワイなのか 

・ハワイのバリアフリー旅行事情（宿泊施設、運送機関、観光施設などの事情） 

・ハワイのツアー企画、実施で気をつけたいこと 

講    師：ハワイ州観光局 

長橋 正己氏（クラブツーリズム㈱） 

玉置 良吉氏（㈱ジャルパック） 

室井 孝王氏（ANA セールス㈱） 
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④旅行における介助同行者の育成 

配慮が必要な旅行者に対する同行介助は、現在、家族以外ではボランティアや介助ヘルパー

等の職業的介助者の同行が試行されている。今後は、旅行における安全性を考慮し、旅行介護

の専門的な技術を身につけた介助者の段階的育成を検討することが望まれる。また、出発地か

ら介助者が同行する方法以外に、観光地側における部分的なサポートを行う介助者の育成も、

観光地側（受け地側）と連携して進めることが望まれる。また旅行業界と福祉業界が連携し、

専門的、職業的な旅行介助者の具体的育成プログラムを検討していくことも考えられる。 

 

＜参考事例：クラブツーリズム・旅行支援者養成講座/ガイドヘルパー養成講座＞ 

クラブツーリズムでは、㈱日本医療事務センターとの提携により、旅行介護者の養成講座を実施

している。これは、旅行会社の社員だけでなく、一般向けにも行われており、学生から年配層まで

幅広い年代の受講生がいる。 

 

【旅行支援者養成講座】全 10 回 

第 1 回 旅行先でのバリアフリー最新状況   第 2 回 公共交通機関の利用法 

第 3 回 福祉用具の理解と演習        第 4 回 介護の基本理論 

第 5・６回 視覚障害者移動介護 

第７・８回 全身性障害者移動介護 

第９回 旅行先での入浴介助の工夫 

第１０回 介護予防ＡＤＬ体操とレクリエーション 

 

【ガイドヘルパー養成講座】 

視覚障害課程（３日間コース） 

全身性障害課程（３日間コース） 

 

 
 

 

 

参   考：クラブツーリズムホームページ
（http://www.lifecare-s.com/kyouiku.htm） 
問い合わせ：クラブツーリズム株式会社 

ライフケアサービス事業部 
Tel 03-3342-5171 
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＜参考事例：ＮＰＯ法人 日本トラベルヘルパー協会/トラベルヘルパー養成講座ほか＞ 

特定非営利活動法人日本トラベルヘルパー協会では、旅行の同行介助者（トラベルヘルパー）の

養成講座を実施している。通信教育で５０回コースと３５回コースがあり、介護旅行の概論・実務

やバリアフリー環境における様々知識を習得できる。また、トラベルヘルパー・スキルアップ実践

講座やトラベルヘルパー介護教室も行われている。 

 

【トラベルヘルパー講座】 
受講条件：ホームヘルパー２級・介護福祉士・看護師等の介護・看護系資格又は旅程管理者・

旅行業務取扱管理者資格等の旅行系資格保持者を主に対象 

受講内容（５０回コース）： 

バリアフリー旅行とは、トラベルヘルパーの期待と役割、 

介護旅行の倫理、介護旅行実践（交通・宿泊・食事・観光・入浴）、 

添乗業務（国内、海外）、アニマルセラピー、 

旅と医療のかかわり、障害を持つ人の旅、 

介護旅行手配計画について、旅行実例 

 
【トラベルヘルパー・スキルアップ実践講座】 

・毎月開催（1 日） 毎回テーマを変えて実施 

・地域の高齢者福祉・障害者福祉活動（主に旅行サポート）に貢献できる人材の育成、家族

等の身内や知り合いの介助を行なう人への旅行中における介助方法の習得等 

 

【トラベルヘルパー介護教室】 
・毎月実施（夜間） 

毎回テーマを変えて実施 

・受講者の制限はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参   考：日本トラベルヘルパー協会ホームページ（http://www.travelhelper.jp/） 
問い合わせ：03-6415-6483／E-mail tokyo@travelhelper.jp 
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(3)各旅行会社における取り組みの推進 
旅行業サイドにおける観光のユニバーサルデザイン化にあたっては、各旅行会社におい

て、旅行商品の企画・造成段階、販売段階、旅行実施段階等の各段階において、配慮の必

要な旅行者の参加を想定した適切な対応を行うことが望まれる。 

 

①できるだけ多くの人が参加しやすい旅行商品の企画・造成 

旅行業における観光のユニバーサルデザイン化を推進するためには、各旅行会社が地域側と

の連携によるバリアフリー情報の収集を行い、できるだけ多くの人が参加しやすい旅行商品の

企画・造成を検討することが望まれる。このような旅行商品の企画・造成を進める上では、2-3

で示した旅行会社と受け地（観光地）をつなぐ「ＵＤ旅行コンシェルジェ（仮）」を活用するこ

とで、必要な情報が的確に収集できるものと考えられる。 

各旅行会社ではこれらの情報を活用しながら、個々人の状況に合わせた特別手配の可能性、

旅行行程の過密度、交通機関や観光関連施設のバリアフリー状況等について留意し、事業性を

考慮しつつできるだけ多くの人が参加しやすい旅行商品の企画・造成に努めることが求められ

る。さらに観光地における特色ある体験やイベント等を取り入れながら、配慮の必要な旅行者

も参加できる旅行商品の内容を豊富にすることが望まれる。 

最初の段階としては、一般の高齢者や比較的自立した移動、活動ができる旅行者向けに、時

間的なゆとりがある旅行商品、個人行動型（フリープラン型）の旅行商品の企画・造成から始

めることが効果的である。また、バリアフリーに特化した旅行商品の企画・造成にあたっては、

車いす使用者などの移動制約者だけでなく、視覚や聴覚に障害のある旅行者、内部障害者向け

のサービス拡充も合わせて行うことが望まれる。なお、何らかの配慮が必要な人も参加しやす

い旅行商品の開発にあたっては、同時並行的に、配慮の必要な人の旅行に対する一般社会の認

知・理解の向上が必要となる。 

これらの取り組みにより、従来は旅行会社で対応できていなかった新たな観光市場の開拓も

期待できる。 

 
<参考事例：ＪＴＢバリアフリープラザ「ソレイユツアー」> 

ＪＴＢバリアフリープラザでは、配慮の必要な旅行者に対応した「ソレイユツアー」を実施して

いる。 

 

【ツアーの特徴】 
その１：トイレ休憩等にも、ゆとりを持たせたゆっくりとした日程 

その２：体のご不自由な方、高齢の方の旅行に経験豊富な添乗員が同行 

その３：旅行サポーター（介助ボランティア）が１名同行 

その４： マークのコースには、リフト付貸切りバス用意 

その５：宿泊施設、観光地、食事場所におけるバリアフリー配慮 

その６：食事など特別な配慮が必要な方への配慮（相談） 

その７：ツアーの目的（テーマ）を明確にし、マークで表示 

参考：ＪＴＢバリアフリープラザホームページ（http://www.jtb.co.jp/bfplaza） 
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②障害の種類や状況に応じた的確な旅行商品案内の実践 

旅行会社の窓口では、配慮を必要とする旅行者の状況・状態を適切に把握するとともに、旅

行商品の受け入れ基準等と照らし合わせ、当該旅行商品への適合条件や必要となる特別な配慮

について、事前に旅行者と確認・打合せを行うことが求められる。この際には 2-3 で示した、

旅行会社と受け地（観光地）をつなぐＵＤ旅行コンシェルジュ（仮）を活用することで、必要

な情報が的確に収集できる。 

また、旅行パンフレット等においては、対応可能なサービス内容やバリアフリーに関する情

報を掲載するとともに、それぞれの旅行商品の内容に応じた参加基準を検討してパンフレット

などにわかりやすく示してゆくことが望まれる。 

 

 

＜参考事例：パンフレット表示マーク例/ＪＴＢバリアフリープラザ「ソレイユ」ツアー＞ 

ＪＴＢバリアフリープラザの「ソレイユツアー」では、以下のような表示マークを用いて旅行内

容等の解説が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：ＪＴＢバリアフリープラザホームページ（http://www.jtb.co.jp/bfplaza） 
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③障害の種類や状況に応じたガイドや介助の実践 

実際に旅行を実施するにあたっては、配慮の必要な旅行者に配慮し、ゆっくりとしたペース

での案内や、目線の高さの違いなどを考慮した案内が求められる。また、聴覚障害の方には手

話通訳や筆談での対応、視覚障害の方には点字や音声による案内や、様々なものに積極的に触

れていただく等の対応が必要であり、知的障害者の場合には興味を引く観光素材、わかりやす

い案内方法、人的サポート等が必要となる。旅行業における観光のユニバーサルデザイン化の

ための推進組織では、各旅行会社に対して、障害の種類や状況に応じたガイドや介助の実践に

向けた意識啓発に努めるとともに、このような配慮の必要な旅行者も楽しめるガイド方策を取

りまとめて、各旅行会社に周知することが望まれる。 

また配慮の必要な旅行者の場合、旅行中の様々な場面で人的介助が必要となることが考えら

れる。介助については、旅行行程全体への同行、旅行先における一時的な介助、ボランティア

や専門的な介助等が考えられる。 

 

 
＜参考事例：同行介助者（ボランティア）/クラブツーリズム＞ 

クラブツーリズムでは、2000 年より介護付きツアーを実施している。具体的にはホームヘルパ

ー２級などの資格を持つトラベルサポーターが同行し、観光地での移動介助だけでなく、入浴介助、

就寝時の体位交換などを対応している。また、宿泊施設の客室までの荷物の持ち運びや、食事の取

り分け、空港や駅での荷物の移動サポートなども行われている。トラベルサポーターは、登録制の

ボランティアで主婦や介護の現場で働いている人が多い。 

 

 

 

 

＜参考事例：同行介助者/あ・える倶楽部（株式会社エスピーアイ）＞ 

あ・える倶楽部（株式会社エスピーアイ）では、トラベルヘルパー制度を運営している。この制

度は、海外旅行・国内旅行中の身体介護、及び行程管理を行うもので、ヘルパー２級以上の介護資

格又は看護資格者をトラベルヘルパーとして旅行に同行させるもので、添乗業務とは別に位置づけ

られている。トラベルヘルパーは旅の専門知識を持ち、さらに介護や看護の技術と経験を身につけ

た専門スタッフで、同社の契約社員や登録社員が対応している。 

 
 
 
 
 

参考：クラブツーリズムホームページ（http://www.club-t.com/） 

参考：あ・える倶楽部ホームページ（http://www.aelclub.com/） 
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参考１ 観光のユニバーサルデザイン化における旅行者 
 

(1)旅行者の考え方 
観光のユニバーサルデザイン化において、何らかの配慮を必要とする主な旅行者とその特徴

は下記のとおりである。 

 

○視覚障害者 

目の不自由な人には、全盲や弱視といった視力に障害のある人と、視野障害、色弱といっ

たような“見え方”に障害のある人がいる。 
○聴覚障害者 

耳の不自由な人は、全く聴力のない人と、音を聞き取りづらい難聴の人がいる。また耳が

聞こえないために、言語に障害のある人もいる。 
○肢体障害者 

足の不自由な人には、全く歩行が困難な人（車いす使用者）だけでなく、杖などの補助具

を用いて歩行が可能な人もいる。車いす使用者の旅行では、階段や段差のある場所や、通路

幅・ドア幅の狭い場所の通行で困難がある。 

○内部障害者 

内部障害のある人は多様であり、心臓、腎臓、肺臓、膀胱、直腸のほか、小腸に障害のあ

る人や HIV（ヒト免疫不全ウィルス）の人もおり、それぞれ旅先で必要となる配慮は異なる。 

○知的障害者など 

知的障害は、一般的に「知的機能の障害が（概ね 18 歳まで）に現れ、日常生活に支障が生

じているため、何らかの特別の支援や援助が必要とする状態にあるもの」とされている。よ

り広い概念である発達障害や、認知症や成人後の事故などによる脳障害なども含め、観光の

ユニバーサルデザイン化の対象と考えられる。 

○精神障害者 

精神障害のある人は、統合失調症、躁うつ病など多様である。薬を服用することで、症状

の安定を図りながら、ストレスの少ない生活を送ることが大切である。旅行に関しては無理

のない日程で、疲労のないような配慮が必要である。 

○高齢者 

65 歳以上の高齢者といわれる人の多くは元気であり、生活上では特別な配慮を必要としな

いという意見も多くある。しかし加齢を伴うに従い、歩行や知覚などの点で、旅行において

は困難が増す傾向である。 

○子ども連れ・妊娠中の人 

子ども連れの旅行では食事や日程面で配慮が必要である。また健康に留意する必要があり、

行動に配慮が必要な点では、妊娠中の方も観光のユニバーサルデザイン化の対象である。 

○外国人旅行者 

外国人旅行者も言語や慣習に不慣れな点で、コミュニケーションをとる上で配慮が必要で

あり、観光のユニバーサルデザイン化の対象に含まれる。 
 
この他アレルギーのある人、大きな荷物を持つ人、一時的にけがをした人なども含めて考

えられる。 
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(2)旅行者の特性に応じた必要な配慮事項 
 

①共通して考慮する配慮内容 

旅行者個々人により配慮の程度は異なるものの、旅行者の特性に共通した配慮すべき主な項

目は次のとおりである。特に留意する旅行者については、その旨提示した。 

 

○多様な人々が旅行することに対する社会的な理解や思いやりの配慮 

⇒知的障害者、精神障害者、肢体障害者（車いす使用者） 等 

○ゆっくりした旅行行動への配慮 

⇒高齢者、内部障害者、肢体障害者、知的障害者 等 

○介助者同行やちょっとした介助の必要性への配慮 

⇒高齢者、肢体障害者（車いす使用者）、視覚障害者 等 

○交通機関、観光施設等のハード面のバリアフリー化の必要性 

⇒高齢者、肢体障害者（車いす使用者）、妊産婦・子ども連れ 等 

○情報入手手段やコミュニケーション方法への配慮 

⇒聴覚障害者、視覚障害者、外国人旅行者、高齢者 等 

○慢性疾患や内部障害に対する医療体制の充実 

⇒高齢者、内部障害者、精神障害者 等 

○旅先の地理不案内による案内の必要性 

⇒高齢者、視覚障害者、外国人旅行者 等 

○緊急時の案内、災害時の避難等に対する安全性の確保 

⇒高齢者、聴覚障害者、視覚障害者、肢体障害者 等すべて 

○食材や食事方法の工夫に対する配慮 

⇒高齢者、子ども連れ、アレルギー、内部障害者 等 

 

 

②それぞれの特性に応じた人のサービスや器具等によるサービスの配慮項目 

上記にあげた共通的な配慮の他に、それぞれの障害に応じた主な人のサービスや器具等によ

る配慮項目は以下のとおりである。 

 

○視覚障害者･････点字情報、大活字、音声情報 

○聴覚障害者･････手話通訳、筆談対応 

○高齢者･････････車いす貸し出し、介護サービス 

○外国人旅行者･･･言語配慮、習慣の違いへの配慮 

 

 

③旅行プロセスに応じた課題 

旅行者が、旅行を実施する過程の各場面での課題を次ページに整理した。もちろんこれらの

課題がすべてではなく、一人ひとりの個別の特性や程度があり、またすべての旅行者にあては

まるわけではない。あくまでも、旅行者の旅行中のさまざまな課題を理解し、留意事項等に生

かすための整理である。 
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 ■旅行プロセスにおける旅行者の課題 
視覚障害者 聴覚障害者

旅行情報
・視覚による情報入手が困難
・点字の情報が少ない

・音声による情報入手が困難

旅行準備 ・書類に記入・署名が困難 ・電話等によるコミュニケーション手段対応が困難

同行者 ・ガイドヘルプ等の案内者がいない ・手話通訳者が少ない

出発・交通
・不案内な場所では所在位置が不明
・トイレ等の位置確認が困難
・鉄道駅での落下等が危険

・外見のみでは障害のあることが認知されにくい
・車内・空港等の音声案内情報入手が困難
・緊急時の情報入手が困難

観光行動
・不案内な場所では位置が不明
・情報入手が困難
・視覚以外の五感による楽しみが少ない

・音声による案内情報入手が困難
・手話・筆談等がないと意思疎通が困難

宿泊施設
・館内施設や客室の位置の把握が困難
・館内利用方法の情報入手が困難
・緊急時の情報入手が困難

・音声による案内情報入手が困難
・手話のできる人が少ない
・緊急時の情報入手が困難

肢体障害者（車いす使用者等） 内部障害者

旅行情報 ・バリアフリー化の旅行情報が少ない、情報内容が不統一 ・内部障害対応の情報入手が困難

旅行準備
・歩行が困難
・手足の細かい動作が困難

・医療機器等の準備が必要な場合がある

同行者 ・必要な場合の介助者が少ない ・必要な場合の介助者が少ない

出発・交通

・歩行が困難
・段差、坂道、階段、ステップ等の通行が困難
・適切な空間がないと車いすの回転等が困難
・手の届く範囲が限られる
・利用可能なトイレが少ない

・外見のみでは障害のあることの感知が困難
・歩行や階段昇降が困難な場合がある
・電波の影響のある場合がある（心臓ペースメーカー等）

観光行動

・移動交通手段の利用が困難
・歩行が困難
・段差、坂道、階段、ステップ等の通行が困難
・利用可能なトイレが少ない

・心肺等の機能低下に対する対応が不安
・人工透析等の医療対応に困難な場合がある
・オストメイト対応トイレが少ない

宿泊施設
・段差、坂道、階段、ステップ等の通行が困難
・バリアフリー化された適切な客室が少ない
・利用可能なトイレ、入浴施設が限られる

・心肺等の機能低下に対する対応が不安
・オストメイト対応トイレが少ない

知的障害者等 高齢者（配慮の必要な高齢者）

旅行情報 ・情報の理解に不得手な場合がある
・視覚や聴覚の能力が低下し、情報入手に困難な場合がある
・記憶力や知覚情報が低下し、情報理解に困難な場合がある

旅行準備 ・書類の記入等で不得手な場合がある ・健康状態に不安がある

同行者
・必要な場合の介助者が少ない
・初対面など日頃慣れていない介助者の介助は困難な場合がある

・必要な場合の介助者が少ない

出発・交通
・急ぐことが困難な場合がある
・情報の理解に不得手な場合がある
・未経験の出来事や急な変化への対応が困難な場合がある

・長距離歩行が困難
・階段の昇降が困難
・小さな字が見えにくい
・声や音を聞き取りにくい
・トイレに行く回数が増える場合がある
・急な状況の変化への対応が困難な場合がある
・環境の変化への適応が困難な場合がある

観光行動
・展示等の内容の理解に不得手な場合がある
・未経験の出来事や急な変化への対応が困難な場合がある

・上記に同じ

宿泊施設
・館内利用方法の理解に不得手な場合がある
・未経験の出来事や急な変化への対応が困難な場合がある

・館内利用方法の理解に困難な場合がある　

子ども連れ・妊娠中の人 外国人旅行者

旅行情報 ・子供連れの困難な施設情報の入手が困難 ・自国語による情報入手が困難

旅行準備 ・衣類荷物の多くなることの対応
・コミュニケーション方法に困難
・情報入手に困難
・習慣の違いの理解が困難

同行者 ・世話をし見守る人が必要 -

出発・交通
・急ぐことが困難
・急な状況の変化への対応が困難（トイレ、病気等）

・音声案内、案内表示の理解が困難

観光行動 ・上記に同じ ・展示内容の理解が困難な場合がある

宿泊施設 ・上記に同じ ・習慣の違いの理解が困難

注：上記ではすべての場合を表しているわけではありません

注：上記の課題は個々の旅行者によって異なります
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 【参考：配慮が必要な旅行者の特性に合わせた対応】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「ユニバーサルツーリズム ヒント・実例集」（千葉県、平成18年）

特性 目が不自由 耳が不自由 足（手）が不自由 内部障害がある

①旅行情報 ・点字情報 ・FAX ・バリアフリー情報 ・現地医療情報

　↓ ・音声情報 ・携帯電話 ・トイレ情報

②旅行準備 ― ・携帯目覚まし ・補助器具 ・医薬品

　↓

③同行者 ・同行案内者 ・手話通訳者 ・同行介助者 ・同行介助者

　↓ ・盲導犬 ・聴導犬 ・介助犬

④出発⇒目的地 ・乗換え誘導 ・事故、遅延情報の ・交通機関乗換え介助 ―

　↓ 　連絡手段 ・バリアフリー対応

⑤目的地到着 ・音声案内 ・地図 ・現地交通手段 ―

　↓

⑥観光行動 ・人による案内・誘導 ・手話通訳 ・現地交通手段 ・透析病院の確保

　見学、体験、食事 ・点字案内 ・観光パンフレット ・段差解消手段 ・酸素補充の地元業者

　買い物 等 ・五感による楽しみ ・写真等によるガイド ・トイレ整備 　確保

　↓ ・五感による楽しみ ・現地介助者 ・ｵｽﾄﾒｲﾄﾄｲﾚ

・バリアフリー対応

⑦宿泊施設 ・館内利用方法 ・手話、筆談 ・ユニバーサルルーム ・ｵｽﾄﾒｲﾄﾄｲﾚ

　↓ ・フロントへの連絡 ・非常時の連絡方法 ・バリアフリー対応 ・病院への連絡手段

・ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ料理の取り方 （トイレ、入浴など）

⑧目的地⇒帰着 ・乗換え誘導 ・事故、遅延情報の ・交通機関乗換え介助 ―

　連絡手段 ・バリアフリー対応

特性 知的障害 高齢者 子ども連れ・妊娠中 外国人

①旅行情報 ・理解しやすい情報 ・大きな字の情報 ・子供連れ可の施設 ・多言語情報

　↓ ・ピクトグラム( 絵文字) ・簡単な情報入手 ・医療情報

②旅行準備 ― ・気候変化時衣類 ・気候変化時衣類 ―

　↓

③同行者 ・見守り ・同行介助者 ・見守り ―

　↓

④出発⇒目的地 ・乗換え誘導 ・乗換え案内 ・見守り ・乗換え案内

　↓ ・段差解消 ・トイレ

⑤目的地到着 ― ・貸出し車いす ― ・多言語案内

　↓

⑥観光行動 ・理解の程度に合わせ ・階段、段差解消 ・子供用メニュー ・多言語標記

　見学、体験、食事 　た観光 ・休息施設 ・休息施設 ・外国語案内

　買い物 等 ・見守り ・高齢者向けメニュー ・食事慣習

　↓

⑦宿泊施設 ・見守り ・大きな字の案内 ・子供用メニュー ・外国語案内

　↓ ・階段、段差解消 ・習慣の違い

・食事メニュー ・食事慣習

⑧目的地⇒帰着 ・乗換え誘導 ・乗換え案内 ・見守り ・乗換え案内

・段差解消 ・トイレ

注：上記は代表的な例示であり、すべてを述べているわけではありません。
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参考２ 観光のユニバーサルデザイン化に向けた現状の課題例 

 

(1)旅行情報に関する課題 
 

・ 旅行に必要なバリアフリー情報が、一般的な旅行情報とは別の特別情報となっているため、

必要な情報がどこにあるのか分からない。 

・ 旅行に必要なバリアフリー情報が、県や市町村などの自治体、市民団体・ＮＰＯ、障害者

団体、出版社、一部の旅行会社などで別々に提供されているため、旅行者にはなかなか見

つけることが難しい。 

・ バリアフリー情報については、情報内容や情報量の点で旅行者と供給者の間のギャップが

大きい（例：視覚障害や聴覚障害に関する情報が少ない 等）。 

・ 情報内容に正確性が欠けていたり、個々人の状態に合うかわからなかったりすることが多

い。 

・ 情報に関する利用者の視点からの評価が十分ではない。 

・ 数値的な記述が少ないため、利用者にとって利用可能かどうか、判断に困ることが多い。 

・ 情報にある図記号が統一されていない。 

・ 情報に掲載する項目が統一されていない。 

 
 

(2)観光地（受け地）における課題 
 

・ 地域行政、観光事業者等の関係者の受け入れ体制が十分ではない。 

・ 地域全体で観光のユニバーサルデザイン化を進める推進母体が十分整備されていない。 

・ 一つの観光施設、宿泊施設での整備の考え方はあるが、観光地をゾーン（地域）として捉

える考え方に乏しい。 

・ 観光地では、旅行者が必要と思うところにユニバーサルデザイン化整備の行われていない

ことが多い。 

・ 観光地のバリアフリー情報や問合せ窓口が一元化されていない。 

・ 観光地内の二次交通、三次交通手段のバリアフリー化整備が十分進んでいない。 

・ 観光地における人的介助などのソフト面のしくみづくりが十分でない。 

・ バリアフリー化された交通機関、観光施設等の整備は進んできているものの十分ではない。 

・ 観光資源である歴史的環境や自然環境については、資源の保全や景観の観点からバリアフ

リーに対する工夫や合意ができていない。 

・ 宿泊施設で火災が起こったとき、聴覚障害者への警報等の整備課題がある。 

・ 観光地では、車いす使用者に対応するトイレの整備が十分ではない。 

・ 手話のできる人が少ないので、旅行者にとって情報面で得られることが少ない。 
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(3)旅行商品・システムにおける課題 
 

・ 配慮を必要とする旅行者も一般的な募集型企画旅行に参加することが、社会的に十分認識

されていない。 

・ 旅行会社の中には、バリアフリー旅行のマーケットが小さく、また旅行の事業性が低いと

の意識がある。 

・ 旅行会社の窓口は、旅行者の状態と旅行商品をマッチンッグさせるノウハウが十分でない。 

・ 旅行会社窓口の係員がバリアフリー旅行の内容や観光地のバリアフリー状況に関する情報

を十分把握できていないため、旅行を申し込みにくい状態になっている。 

・ 一般的な募集型企画旅行における配慮が必要な人の参加基準が明確になっていない。 

・ 一般的な募集型企画旅行では、多数の人の同一行動が前提となるため、個別に起こるニー

ズや配慮に対応しづらい。 

・ 旅行パンフレットなどに参加しやすい旅行商品の内容や表示がなく、旅行者にとって選択

しづらい状態となっている。 

・ 一般的な募集型企画旅行においては、車いす使用の場合や高齢で歩行能力に制約のある場

合にはバリアフリー化に関する設備の不十分さから参加が難しい。 

・ 周遊型の募集型企画旅行では回る観光個所数が多く、一定の歩行速度を保たなければ所定

の旅行条件が保てなくなる恐れがあるため、高齢者などが参加しにくい。 

・ バリアフリー専用の団体旅行は、宿泊施設やバスなど特別なニーズに対応するため、利用

者にとって旅行費用面で満足できないことがある。 

・ 車いす使用者等に適したバリアフリー旅行商品が出てきているものの商品数などの点で十

分とはいえない。 

・ 身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）の参加では、他の参加者の中に犬アレルギ

ーがあるかわからないので参加しづらい。 

・ 知的障害のある人が旅行に参加する場合、他の参加者から理解が得にくい。 

・ 旅行中に人工透析を行う必要がある場合、同一の旅行行程が取れないので参加しにくい。 

・ 一般的な募集型企画旅行は見ることが中心で、目の見えない人が触れて楽しむなどの楽し

みの要素が少ない。 

・ 高齢者は一般的にトイレが近くなるが、募集型企画旅行ではトイレ休憩が頻繁でなく、そ

の時間が短い。 

 

 

(4)全体としての課題 
 

・ 観光関係者の間では、観光のユニバーサルデザイン化に関して、一部の特別なバリアフリ

ー化課題と捉えられており、できる限り広い人に対応するユニバーサルデザインの考え方

が定着していない。 

・ 観光のユニバーサルデザイン化への段階的な実現化への過程が分からない。 

・ 一部の分野で取り組みは始まっているものの、継続的な事業として確立した事業例等が一

般的に認知されていない。 



 -48- 

参考３ 観光のユニバーサルデザイン化の考え方 
 

(1)観光のユニバーサルデザイン化の要素 
できる限り多様な人々の利用しやすいデザインづくりをめざす「ユニバーサルデザイン」で

は、①公平性、②自由度、③単純性、④わかりやすさ、⑤安全性、⑥省体力、⑦スペースの確

保を内容とする７つの原則を定めている。この考え方をもとに、観光のユニバーサルデザイン

化に生かす要素と旅行者の効用をまとめると以下のようになる。 

 

考
え
方 

①公平性 すべての旅行者は、公平に旅行参加の機会がある 

②多様性 
多様な旅行者の状態や要望に合わせて、いろいろな選択肢を

準備されている 

③柔軟性 旅行者の要望に合わせて、臨機応変に柔軟な対応を工夫する

④安心性 
旅行者の要望を的確に把握し、旅行者が精神的余裕をもって

接することのできる技能をもつ 

機 
能 

⑤連続性 
旅行者への移動サービスや人によるサービスが途中で途切

れたり、なくなったりしない 

⑥理解のしやすさ 
旅行者への適切な情報提供を行い、容易に判断できる情報内

容に心がける 

⑦価格合理性 旅行者の利便性の増進と旅行内容に応じた価格を設定する 

⑧安全性 災害時、緊急時の救援体制や医療体制の整備を行う 

⑨空間的余裕確保 旅行者の必要とするスペースを確保する 

効 

用 

⑩旅の感動 旅先での観光体験から旅の感動を得る 

⑪五感による楽しみ 視覚、触覚、味覚、嗅覚、聴覚の五感から楽しみを得る 

⑫時間的余裕 時間的ゆとりをもって、ゆっくり旅を楽しむ 

 

※「ユニバーサルデザインの 7原則」は、1997 年に米国ノースカロライナ州立大学「ザ・センタ
ー・フォー・ユニバーサルデザイン」のロン・メイス氏等 10名のユニバーサルデザイン提唱者
によって定められた。 

参考：http://www.universal-design.gr.jp/03info/img/princ.pdf 
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(2)観光のユニバーサルデザイン化の考え方 
 

①継続的・段階的改善（スパイラルアップ） 

観光のユニバーサルデザイン化施策においては継続的・段階的な改善が必要となる。観光関

係者は「計画・実行・検証・次の行動」というＰＤＣＡ（プラン・ドゥ・チェック・アクショ

ン）のサイクルを繰り返すことによって、徐々に目標に到達するスパイラルアップ（段階的・

継続的改善）の考え方に基づき取り組むことが望まれる。 
 

段階的改善：旅行商品 忙しい旅行→多様な旅行のスタイル・ゆったり旅行 

観光地  一部の施設→観光地全体 

 

②段階を踏まえた実現化と事業化 

観光のユニバーサルデザイン化では、無理なく取り組めるところから始めることが大切であ

り、段階を踏まえた実現化が望まれる。また観光関係者は観光による地域活性化や高齢化に向

けた事業活性化をめざして自ら意識改革を行い、積極的に協力して推進に取り組むことが望ま

れる。また各地における関連事業から得られた知見をもとに事業的にも引き合うようにする必

要がある。 
 

実現への手順：意識改革 事業性 継続性 

 

③旅行者の特性に応じた個々の対応と受け入れ拡大 

配慮を必要とする旅行者のニーズは、個々人の身体の状況や旅行目的等により様々である。

観光関係者は旅行者の配慮を必要とする理由を理解し、一律に接するのではなく旅行者の個々

の特性やニーズに最も合った対応に心がけることが大切である。観光関係者は多くの受入れ経

験を重ねることによって新しい工夫を見出し、これまで参加しにくかった旅行者の受け入れに

つなげることが望まれる。経験とノウハウを積み重ね、多様なサービスの提供によって、一部

の人の旅行からすべての人の旅行へと機会の増大につなげることが重要であると考えられる。 
 

すべての人の旅行機会：異なる旅行者ニーズへの対応 受入れ経験 

 

④地域ぐるみの取り組み 

観光地（受け地）の観光関係者は、配慮の必要な旅行者に円滑で快適な観光を提供するため、

行政、事業者、地域のまちづくり団体等が一体化した受け入れ体制を構築することが望まれる。

また観光のユニバーサルデザイン化を旅行者向けだけでなく、まちづくりと一体的な施策とし

てとらえ、観光関係者だけでなく市民団体等とともに、訪れる旅行者の要望に応えるよう努力

することが望まれる。 
 

地域ぐるみの取り組み：観光と福祉のまちづくり 一体化した受け入れ体制 
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⑤旅行者の意見を反映させる評価システムの構築 

観光関係者は配慮を必要とする旅行者の意見、提案などを観光のユニバーサルデザイン化の

取り組みに反映することが効果的である。観光関係者は旅行者や当事者の観光地点検活動への

参画、地域の計画づくりへの参画、実現化への活動協力等を進め、また旅行者の満足度評価や

実施後の事後評価・検証を行い、旅行商品・システムや観光地（受け地）のユニバーサルデザ

イン化の段階的な推進を図ることが望まれる。 
 

当事者参画：点検活動等に参画 計画づくり参画 満足度評価・事後評価 評価情報の活用 

 

⑥旅行商品・システムと観光地（受け地）の協働関係の構築 

旅行者が旅行を思い立つ段階から、旅行出発、観光、帰着まで、旅行者の一連の旅行行動に

沿った形での対応が望まれる。そのため、線としての連続的に繋がる旅行商品、および多様な

観光行動を可能にする面的な広がりをもった観光地での対応の双方を含んだ、関係者間の協働

関係を構築することが効果的である。 
 

協働関係：観光・交通事業者  移動手段 観光施設 宿泊施設 

観光地行政     観光情報 受入れ体制 

旅行会社      旅行商品 旅行システム 旅行情報 

 

⑦観光地のソフト面とハード面の連携（人的支援、ハード面整備、受け入れ体制） 

観光地における円滑な受け入れ推進のためには、情報提供、人的支援、サービス提供等のソ

フト面の対応の充実と、それを支える歩行空間等のハード面の整備があり、観光のユニバーサ

ルデザイン化ではどちらを欠かすことはできない。 

観光資源として重要な歴史的環境や自然環境のユニバーサルデザイン化に関しては、資源の

保全や景観の観点から、人的介助などソフト面の充実を含めて、行政・ＮＰＯ等の地域関係者

が連携してできることから始める段階的な整備が望まれる。 
 

観光地のソフトとハード：人的介助・支援 観光基盤整備 情報提供 歴史的環境・自然環境 

 

⑧旅行の連続性の確保とサービス拡大（旅行商品・旅行システム） 

配慮を必要とする旅行者の参加に際し、旅行業者等の旅行サービス提供者は旅行者の行動に

沿った連続性が確保され、その中で円滑で快適な多様な旅行商品等を提供することが望まれる。

旅行業者等は旅行の受け入れサービス拡大として、地域資源や福祉等の他分野との連携による

人的サービス、企画旅行等における受け入れの基準化や情報整備、接遇改善等をシステム的に

進め、旅行商品提供では募集型企画旅行やバリアフリー配慮旅行における配慮の充実、普及に

努めることが望まれる。また将来的には、従来の旅行商品の枠組みに捉われない、新しい工夫

による旅行商品の枠組みの試行も重要と考えられる。 
 

サービスの拡大：移動手段の連続性確保 旅行商品・システムでの配慮の充実 
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参考４ 関連する法令・基準等 

 
■観光のユニバーサルデザイン化に関連する法令・基準等 

名  称 策定年度 策定主体 目的・概要 

ユニバーサルデザイン政策大綱 Ｈ17 国土交通省 

生活環境や連続した移動環境をハード・ソ
フトの両面から継続して整備・改善してい
くという理念に基づき国土交通行政を推
進すること 

バリアフリー化推進要綱 Ｈ16 内閣府 

年齢や障害の有無等に関わらず、国民誰も
が社会に参加し、余暇活動を通じて心の豊
かさや生きがいを感じることができる環
境を形成すること 

高齢者、身体障害者等が円滑に利用
できる特定建築物の建築の促進に関
する法律（ハートビル法） 

Ｈ6 国土交通省 
不特定多数の者が利用する公共的な性格
を持つ建物について、高齢者や障害者等が
円滑に利用できるよう措置を講ずること 

高齢者、身体障害者等の公共交通機
関を利用した移動の円滑化の促進に
関する法律（交通バリアフリー法） 

Ｈ12 国土交通省 
鉄道駅を中心に港、空港などを中心に、公
共交通事業者によるバリアフリー化を推
進すること 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律（バリアフリー
新法） 

Ｈ18 国土交通省 

ハートビル法と交通バリアフリー法を一
本化することで、建築物と旅客施設をつな
ぐ経路を含めた地域全体のバリアフリー
化を図ること 

身体障害者補助犬法 Ｈ14 厚生労働省 
補助犬を使用する身体障害者の施設等の
利用の円滑化を図り、身体障害者の自立及
び社会参加の促進に寄与すること 

外国人観光旅客の来訪地域の整備等
の促進による国際観光の振興に関す
る法律（外客誘致法） 

Ｈ9／ 
Ｈ18 改正 

国土交通省 
外国人観光旅客の来訪地域の整備等を促
進することで国際観光の振興を図り、もっ
て国際相互理解の増進に寄与すること 

旅行業法 
Ｓ27／ 
Ｈ17 改正 

国土交通省 
旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行
の安全の確保及び旅行者の利便の増進を
図ること 
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